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6 月 RI 月間テーマ「ロータリー親睦活動月間」

第 3186 例会

2020 年 06 月 02 日(火)
ホテル花城

◆例会プログラム

進行：会場監督 S.A.A

□開会点鐘
鹿討会長
□国歌斉唱・ロータリーソング斉唱（自粛）
□四つのテスト
□ゲスト紹介
幹事
□本日のプログラム、メニュー
親睦委員会
□会長の時間
鹿討会長
□慶祝
□幹事報告および委員会報告
幹事
□出席報告
出席委員会
□ニコニコ・ボックス
ニコニコ・ボックス委員会
□閉会点鐘
鹿討会長

◆幹事報告

幹

事

・令和 2 年度花巻市友好都市交流委員会総会の書面決議
結果報告について
〔花巻市友好都市交流委員会 会長 佐藤良介〕
・令和 2 年度花巻市勤労青少年ホーム運営協力会定時総
会議案承認、および会費納入について（お願い）
〔花巻市勤労青少年ホーム運営協力会 会長 藤沼弘文〕

◆今後のプログラム・その他の予定
06/09(火)クラブ協議会
（年間事業報告 会長/幹事/会長エレクト）
06/16(火)クラブ協議会
（年間事業報告 各委員会/地区/会計）
06/23(火)クラブ協議会
06/30(火)最終夜例会
（菊の会一部参加、ホテル花城）

◆5 月 6 月 慶祝
会員誕生

・ハイライトよねやま Vol.242
〔公益財団法人ロータリー米山記念奨学会〕
・ロータリーの友原稿のお願い
〔ロータリーの友事務所 編集長 野崎恭子〕
・新型コロナウイルス対策と友事務所対応の件
〔一般社団法人ロータリーの友事務所
代表理事 片山主水〕
・事務所移転のお知らせ〔北上西 RC 会長 草野文夫
北上和賀 RC 会長 伊藤英明〕

佐々木史昭（05/19）吉田和洋

（05/21）

稲田典之 （06/12）
----------------------------------------------------------夫人誕生日

戸来修子

（05/08）三田香子

（05/14）

鹿討つぐみ（06/03）安藤美穂子（06/15）
----------------------------------------------------------結婚記念日

・新型コロナウイルス感染拡大防止に伴うクラブ例会・
活動の実施について
・ロータリー会員増強維持に関するお願い
〔国際ロータリー第 2520 地区 ガバナー 鈴木 賢〕
・ 盛岡東ロータリークラブ 創立 40 周年記念式典・講
演会・祝賀会の中止のお知らせ
〔盛岡東ロータリークラブ 会長 柴田 茂〕

【敬称略】

佐藤良介／敦子

（05/01）

谷村繁

／るり子（05/01）

三田望

／香子

（05/03）

滝田吉郎／和子

（05/05）

稲田典之／久美

（05/16）

立花徳久／真紀子（05/30）
阿部一郎／秀子

（05/31）

高橋豊 ／洋子 （06/02）
----------------------------------------------------------年バッジ
高橋典克（6 月 26 年）
-----------------------------------------------------------

◆第 1 回

オンライン会員ミーティング概要

・ロータリー親睦活動月間リソースのご案内
〔国際ロータリー日本事務局 業務推進・資料室〕
・国際ロータリー第 2520 地区「2020 年度地区研修・
協議会」動画配信のご案内
・国際ロータリー第 2520 地区「2020 年度地区研修・
協議会-幹事・会計部会」資料について
・R2 年地区研修・協議会資料冊子ならびに各必要書類
・国際ロータリー第 2520 地区「2020 年地区研修・協
議会」の諸案の承認について
〔国際ロータリー第 2520 地区 ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ 伊藤智仁〕

↑Zoom でのミーティングの様子

◆会長の時間
アルコールが現在品薄状態で
すが、業務スーパーややまやで
あさ開さんなどが醸造アルコー
ルを蒸留して 77 度から 65 度の
アルコール度数にて売り出して
います。先週の日曜日に除菌用
のアルコールを作ってみようと思い立ち、自分でアルコ
ールの蒸留をしてみました。25 度の焼酎と 47 度のジン
を使って自宅で 4 時間ほどかかって行ってみました。
皆さんもお時間がありましたら挑戦してみてはいかが
でしょうか。
◆市村 律(おさむ)新会員が初参加
阿部一郎さんとは高校の同級生で
す。お手柔らかにどうぞお願いしま
す。
（6 月 2 日の例会時には改めて、ご
挨拶お願い致します。
）

◆災害救援補助金申請
地区から各ロータリークラブへ 30
万円の上限で助成を受けられると
の話があった。医師会、商工会議所
への寄付も検討したが、顔の見え
る援助ということでぬくまる食堂
を通じた困窮ひとり親世帯への食料援助の方向に。
（※翌日、花巻３RC で連携を探るも、南はローターアク
ト校にマスク、北は介護施設等にマスクと消毒液の寄付
を構想していたので各々申請することにしました。
）
◆佐々木史昭君 誕生コメント
コロナで生活が一変し、会合もなくまっすぐ帰宅するよ
うになりました。
最近は applewatch のワークアウト
の機能を使って、3 キロほどランニ
ングしています。体重も落ち、健康
体になりました。

メーキャップ

１年生 Ｍさん
福祉関係の大学へ進学を希望している。現在写真部で活
動をしている。

■ニコニコ・ボックス紹介 ニコニコ・ボックス委員会

◆タクシー業界の厳しい状況
ざっくりこの業界も売り上げが
50%減となっている。そろそろ店を
たたもうか検討している方達もい
る現状であり、体力がないところは
持たないのではないか。盛岡地区は
50%以下になってきており最悪の状況。

◆出席報告

の経営をしていきたいとの事

出席委員会

なし

◆花巻 RC 奨学生交付式
5 月 26 日（火）花巻北高
等学校にて、奨学生交付式
が執り行われました。
3 年生Ｔ君
岩手大学 工学部を目指し
ており、奨学金は参考書の
購入に使いたいとの事。
2 年生 Ｆさん
服飾関係の大学を目指して勉強中です。将来は被服関係

≪佐々木史昭君≫
本日は、誕生日お祝いメッセージありがとうございまし
た。ニコニコボックス致します。
≪橋川秀治君≫
Zoom での会員ミーティングにご参加頂いた皆様、有難
うございます。オンラインでも顔が見えるのは楽しいで
すね。
≪立花徳久君≫
結婚記念日祝いありがとうございます。
≪藤田勝敏君≫
6 月 2 日、皆さんとの再会楽しみにしてます。
≪鹿討康弘君≫
皆さまお疲れ様でした。みなさんも蒸留に挑戦してくだ
さい。
≪稲田典之君≫
5 月 16 日結婚記念日でした。ありがとうございました。
≪三田望君≫
特別定額給付金で 10 万円いただきましたが、こども食
堂に寄付します。少しでもお役立てください。
ニコニコ・ボックスへのご協力、
ありがとうございました。

◆お知らせ
「ぬくまる食堂 フードパントリー」について(お知らせ)
コロナ禍に伴い、特に経済的負担が大きくなっている、ひ
とり親家庭を限定に食料
支援(フードパントリー)
を開催致します。お米・レ
トルト食品等をセットにて
お渡しします。

日時：6/5(金)
17：00~19：00
場所：ぬくまる食堂
(社協サテライトスペース)

※先着 25 世帯の申込制
です。
6/23(火)にも第 2 回を予
定しております。
ご支援・ご寄付宜しくお
願い申し上げます。
2019-20クラブ会報委員会
委員長：橋川秀治・副委員長：藤田勝敏
編集責任者：鹿討康弘
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