
      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 月 RI 月間テーマ「ロータリー親睦活動月間」 

第 3187 例会    2020 年 06 月 16 日(火) 
                  ホテル花城 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

今日は残念なお知らせから始めさせて頂きます。 
安藤司法書士事務所の安藤先生から

「令和 2 年 6 月 30 日を以って退会さ
せて頂きます。長年お世話になりまし
た。ありがとうございました。厚く御
礼申し上げます。」と丁寧なお手紙を添
えられた退会届が提出されました。先
生は S11 年 1 月生まれの御年 84 歳、花巻 RC 入会は
S47 年ですので会員歴 48 年となっておりました。クラ
ブから記念品などを贈呈出来たらと思っております。 

先週金曜日に「ぬくまる食堂」主催で「フードパン
トリー」を行いました。申し込み 20 世帯・約 60 名の
方たちに食料品はもちろんのこと、現在貴重なマスク
や除菌シートなど配布されました。橋川幹事の EN 大塚
様始め、多くの寄付が集まりました。この場をお借り
して御礼申し上げます。次回は 6/23（火）です。 
 
 
会長 鹿討康弘君 

今年度の事業計画書を振り返ってみますと、「沈深(ち
んしん)牛の如く」ということで、高村光太郎氏の「岩手
の人」という詩の中から、岩手の人は寡黙で口数も少な
くだけどもやる時はやる県民性である事から、そのよう
な会の運営をしていきたいと思っておりました。そうい
った意味で、未だコロナ感染者ゼロというのは、冗談抜
きで口数の少なさが結びついているのではないかと思
っております。 
＊ゲストスピーチについて 

あえて福祉関係・子ども食堂・貧困に関わっている施
設・団体にお声を掛けてまいりました。 
県内初出店の学生服のリユースショップ「さくらや」さ
んが南城地区にできましたが、その際にもいち早くお声
掛けしてスピーチを頂いたり、石鳥谷町の清光学園園長
さんにもお越し頂き現状のお話を伺い、その後 RC でク
リスマスプレゼントを贈る支援にもつなげる事が出来
たのではないかと思います。 
＊国際交流について 

国際交流でジョシー・ベーコンさんが来日しましたが、
残念ながら皆さんご存知の通り、残り約 4 カ月を残して
涙の帰国となりましたが、きっとコロナが終息した何年
後かにまた来日してもらい、過ごすはずだった時間を皆
さんで楽しめればなと思っております。また、派遣生の
藤舘英梨奈さんにつきましては来年度にじっくり皆さ
んの前で報告をして頂ければなと思っています。 

皆さんのご協力のもと、ノープランの会長の時間でし
たが、三田望君には「短いほど短い方がいい」とアドバ
イス頂きそれを守るようにやって参りました。それも残
り数回でございますが、最後までお付き合いいただきま
すようお願い致します。 
 

□開会点鐘               鹿討会長 

□ロータリーソング斉唱 

□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 

□クラブ協議会 

年間事業報告 各委員会/地区/会計 

□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 

◆例会プログラム     進行：会場監督 S.A.A 

◆3186 回 例会の概要   

・2019-20 年度 地区大会協力金のご返金について 

〔国際ロータリー第 2520 地区 代表幹事 加藤幹夫〕 

・令和 2 年度 特別会員の会費納入について（お願い） 

〔花巻防犯協会 副会長 高橋一正〕 

・ハイライトよねやま Vol.243 

〔公益財団法人ロータリー米山記念奨学会〕 

06/23(火)クラブ協議会(新年度事業計画発表) 

06/30(火)最終夜例会(菊の会一部参加、ホテル花城) 

07/07(火)新年度乾杯・慶祝・クラブ協議会 

(会長/幹事/大委員長ほか) 

07/21(火)未定 

07/28(火)未定 
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RI Theme

2019-2020

◆今後のプログラム・その他の予定 

◆年間行事報告  

■会長の時間（41/44）鹿討康弘 君  

 

 

例会メニュー 

◆幹事報告               幹 事 

若鶏のピリ辛ねぎ 

胡麻ソース 



 
会長エレクト 阿部一郎君 

会長エレクトとして1年間務めさせて
頂きましたが、ほとんど会長と幹事にお
んぶに抱っこという形になっていまし
た。重点項目として、出席率の向上やニコ
ニコ BOX120 万円達成という目標を掲げておりました
が、ニコニコ BOX は副幹事が達成できなかったら自分
で責任を取るとおっしゃっていたので、今日を入れて例
会はあと 4 回ありますのでご協力頂ければと思います。 

新入会員は 5 名の目標でしたが、2 名という結果で退
会が 3 名となりました。積極的に参加頂いて一緒に活動
できるメンバーを発掘していかなければならないと思
っております。 

また、楽しく有益なクラブの運営というのも掲げてお
りましたが、会長幹事が福祉関係のゲストスピーカーを
招いて頂き、いろいろ勉強させて頂きとても有意義な一
年間になったのではないかなと思います。やはり集まっ
てこのように元気な姿を見せあうということも楽しみ
の一つでありますし、情報のやり取りもできるという事
も出来ますので、これからも継続した出席をお願い致し
ます。 
 
幹事 橋川秀治君 

出張が多い幹事という事で、第二回目から藤田副幹事
にお願いするというスタートであり、何回例会に出れる
んだろうというところから戦いが始まりました。 

最初、鹿討会長から「やりたいことをやろうじゃない
か」と話を頂きまして、幹事を務めて参りました。一緒
に平塚や台湾に行かせて頂いたり、想像していた以上に
イベントに参加することが出来て、私個人的にはとても
楽しかった幹事という役でした。この幹事の一年は決し
て楽ではなかったですが、すごく楽しかったと総括させ
て頂きます。 

ぬくまる食堂では今年度は 13 回、アカデミーは 2 回
開催することが出来ました。多数の皆さんにご協力頂き
ました事、この場をお借りして御礼申し上げます。また、
花巻市社会福祉協議会の依頼により、笹間地区にて出張
版ぬくまるアカデミーを開催することもできました。 
また、長期留学生のジョシー・ベーコンさんがいてくれ
たおかげで、紫波で開催しているキッズイングリッシュ
というイベントにも計 3 回参加頂きました。RC の活動
から派生して様々な活動に参加出来たことが私的には
とても楽しい経験でございました。 
 
副幹事 藤田勝敏君 
副幹事として一年、阿部会長エレクト・橋
川幹事・鹿討会長の活動を拝見いたしま
して、幹事に備えて勉強したつもりです
が、皆さんかなり RC の活動に時間を費や
しているなと思っているところです。色々と
皆さんのお力をお借りしながら来年頑張りたいと思い
ます。来月 7 月からもどうぞよろしくお願い致します。 
 
 
 
 
奨学生委員会 佐藤良介君 
花巻 RC 奨学生についてご報告申し上げ
ます。去る 5 月 26 日に花巻北高校におい
て川村校長先生立ち合いのもと、花巻 RC 奨

学生交付式を執り行いました。3 名の奨学生が決まりま
した。3 年生 1 名、2 年生 1 名、1 年生 1 名と 3 名とも
勉学だけでなく部活動にも励んでいます。今後ともご支
援を宜しくお願いしたいと思います。 
 
 

31 人中  15 人 出席  出席率 55.5 ％ 

   前回修正  62.9％ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

■ニコニコ・ボックス紹介 ニコニコ・ボックス委員会 

 

◆出席報告          出席委員会 

≪鹿討康弘君≫  
二日前から本格的に「糖質ダイエット」」を始めました。
ホエープロテイン・ビタミンＣ・ビタミンＤ・乳酸菌入
り青汁・アリナミンＥＸ・豆乳・牛乳を買い込み、お酒
のつまみは「プロテインバー」を食べながら水出し緑茶
割りを飲んでいます。監修指導は橋川君です。妻からは
「何であの体型の橋川さんなの？」と言われました。 
≪阿部一郎君≫  
暑いです。この陽気でのマスク、息苦しいです。今年度
も本日を含めてあと 4 回。だんだんと会長の時間が近
づいて来ています。そろそろ覚悟を決めようと思って
います。 
≪橋川秀治君≫  
目標達成しないと藤田委員長が残額をボックスすると
の並々ならぬ決意に感動してボックスします。 
≪佐々木史昭君≫  
長期派遣生の藤舘英梨奈さんには 7 月最終週での修了
証授与式、帰国プレゼン例会の調整をして頂き、最終の
回答を待っているところです。今年度の鹿討丸の例会
も残すところあと 3 回になり、とても名残惜しく思っ
ています。ぬくまる食堂の素晴らしい活動など、大変お
疲れさまでした。 
≪市村律君≫  
入会させていただき、ありがとうございます。 
≪立花徳久君≫  
今年度も残り 3 回となり司会進行も終わりに近づいて
来ました。心を込めて進行させて頂きます。 
≪佐藤良介君≫  
5 月 26 日花巻北高において、川村俊彦校長の立ち合い
のもと、花巻ＲＣ奨学生交付式を行いました。奨学生 3
名はみな自分の目標に向かって勉学に部活動に励んで
おります。今後の活躍を大いに期待したいと思います。
皆様のご支援を宜しくお願い致します。5 月 1 日結婚
祝いありがとうございました。 
≪藤田勝敏君≫  
当初、困難と思われたニコニコ年間目標 120 万円達成
が視野に入ってきました。残る例会 3 回、よろしくお
願いします。 
ニコニコ・ボックスへのご協力、 

ありがとうございました。 

メーキャップ   

6/5（金）ぬくまる食堂 フードパントリー 

橋川秀治君・鹿討康弘君・三田望君 

6/5（金）地区「月信」編集会議 

吉田和洋君 

◆委員会報告          

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

制作：(株)ウノーインダストリー

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

制作：(株)ウノーインダストリー


