国際ロータリー第2520地区

花巻ロータリークラブ

RI Theme

2019-2020

Rotary International District 2520

6 月 RI 月間テーマ「ロータリー親睦活動月間」

第 3189 例会

2020 年 06 月 30 日(火)

◆3188 回

2019-2020年度
会 長：鹿討 康弘
幹 事：橋川 秀治
会長エレクト：阿部 一郎
例会日：毎週火曜日 12:30~13:30
会場：ホテル花城 0198-22-2333
事務局：〒025-0075 岩手県花巻市花城町10-27
花巻商工会議所内 0198-41-1133
Mail:hrc@hanamaki-cci.or.jp
URL http//www.hanamaki-rc.com

例会の概要

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
□ロータリーソング斉唱
□四つのテスト
□会長の時間
鹿討会長
□新旧会長・幹事バッチ交換及び挨拶
□菊の会新旧会長・会計挨拶
□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
◆例会終了後 記念撮影◆

例会メニュー
ポークのパン粉焼き
デミグラスソース

■会長の時間（43/44）鹿討康弘 君

今日はフードパントリー事業の第
2 回目が行われます。5 日の初回では
ひとり親 19 世帯 64 名の方に食糧や
マスク・除菌シートを配布することが
出来ました。今回は対象世帯をひとり
親から「子育て世帯」まで広げたとこ
ろ 47 世帯・185 名の申し込みがあり
ました。やはりこの「コロナ禍」の影響で家計のやりく
りが大変になっているようです。今後このような状況が
続くと、需要に対して供給が間に合わなくなる懸念があ
◆幹事報告
幹 事
ります。現に今回もお米が不足して急遽、各方面に現状
をお伝えしたところ、私の同級生や一郎さんや石黒農場
・2020-21 年度国際ロータリー第 2520 地区 公式訪問 さん、JA さん、今日も藤田さんや史昭さん、高橋会頭様
事前のご連絡（修正版）
より暖かいご寄付を頂きました。この場をお借りして御
〔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〕 礼を申し上げます。思えば平塚 RC の迷惑も考えず、年
度初めの例会に押しかけた日から始まり、
2 月に平塚 RC
・会員増強・R 公共イメージ向上委員会 アンケート
をお迎えして全日本わんこそば大会で活動が終わって
〔2020-21-年度 ガバナー事務所〕 しまったような私の年度でしたが、来週の最終例会を残
すばかりとなりました。コロナ禍で中途半端な感じで終
・地区ロータリー財団セミナー・補助金管理セミナー中 わるのも私らしいのかなと思っております。菊の会・会
止のご連絡
長ともどもお世話になりました。
〔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〕

◆クラブ協議会

・100 周年記念ピンバッジ頒布ご協力のお願い
〔日本のロータリー100 周年実行委員会 今年度の事業報告（続き）
記念事業等委員会委員長 鈴木 喬〕 友好クラブ委員会
委員長 佐々木史昭君
・2020-2021 年度 RLI 研修会 日程変更のお知らせ
〔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〕 国内の友好クラブは平塚 RC さんです
が、今年の年度初めにこちらから 7 名
ほどで平塚 RC の例会に参加させて頂
・台北国際大会 よくあるご質問と回答 RI 日本事務局
きました。年度 1 回目の緊張感のある
より組織変更の件について
〔国際ロータリー日本事務局〕 会に出席出来たのはとても意味のあ
る事だったと思っております。例会出席後は 7 人で計画
的に行動いたしまして、箱根の温泉を平塚 RC の元会長
・RI 日本事務局より組織変更の件について
〔ガバナー事務所〕 の常盤さんに予約をして頂き、夜を楽しみました。翌日
は米山梅吉記念館へ行き、非常に勉強をさせて頂きまし
た。三島のうなぎ屋「さくらや」に行き（こちらも常盤
◆今後のプログラム・その他の予定
さんに予約して頂きました）うな重を堪能したり、夜は
平塚七夕まつりを眼下に平塚 RC の方々と会食を致しま
07/07(火)新年度乾杯・慶祝・クラブ協議会
した。7 月の最初に充実した友好クラブ活動をし、一年
(会長/幹事/大委員長ほか)
経った今でも印象的に思い出します。その後は 2 月の花
巻のわんこそば大会の時に平塚より 7 人程がいらっしゃ
07/14(火)クラブ協議会
(各委員会委員長抱負)
いました。花巻チームと平塚チームで 3 人の団体戦に参
07/21(火)クラブ協議会
加いたしまして、結果は花巻チームが圧勝となりました。
（花巻チームは、会長・会長エレクト・幹事と重量級が
(事業報告・決算/事業計画・予算)
揃っておりました…）大沢温泉に前泊頂きまして、とて

も喜ばれていました。今年度は 2 回交流が出来て良かっ
たなと思います。
会員選考委員会
髙橋豊君
突然振られたもので、血圧が高くなっ
ております。鹿討会長もあと少しとい
う事で、大変お疲れ様でした。今年度
は藤村君と市村君の二名の入会を頂
き、私から説明するまでもないですが
品行方正による皆様方の推薦をさせ
て頂きましたので、承認をさせて頂きました。来年度は
一人でも多くの会員が入会してくれることを期待して
また頑張っていきたいと思います。ありがとうございま
した。

になると思います。色々な変化が外部から内部から起こ
って来ます。それらの変化を受け入れ対応する能力は、
花巻ロータリークラブのメンバーに備わっていると確
信しています。皆様のご支援ご協力宜しくお願い申し上
げます。

◆出席報告

31 人中

出席委員会

13 人 出席

前回修正

出席率 50.0 ％

69.2％

メーキャップ
6/19（金）花巻市内 3RC 新旧会長幹事会
鹿討康弘君・橋川秀治君・阿部一郎君・藤田勝敏君

◆新年度事業計画発表
会長エレクト 阿部一郎君
チャールズ・ダーウィンが書いた
「種
の起源」の中に、
「最も強い者が、生
き残るのではなく、最も賢い者が、
生き延びるわけでもなく、唯一生き
残るのは、変化できる者である」 と
あります。これは氷河期を生き残っ
た地上生物を研究したところ、寒さという問題をクリア
し生き延びることが出来たのは、たえず自分の身を、外
部に順応できるよう変化させた生物であったという事
実からきています。
現在の社会は、情報技術の急速な進歩により、グローバ
リゼーションで世界中が繋がっておりました。今年度発
生した新型コロナウイルス感染拡大を止めることが出
来ず、パンデミックに至ったことで、世界各国で入国制
限が開始されることとなり、世界経済の前提にあったグ
ローバリゼーションが破壊されてしまいました。このパ
ンデミックを契機として世界中でナショナリズムが発
露し、無制限なグローバリゼーションの問題点が人類全
体で意識されるようになりました。この様な変化に対応
できるかどうかが、企業や個人の生き残りにかかわって
きます。
2020-2012 年度国際ロータリ
ー会長ホルガー・クナーク氏は
「ロータリーは機会の扉を開
く」をテーマに掲げています。そ
の中で「ロータリーは変わらな
ければなりませんし、必ず変わ
ります」と言っております。この
新型コロナウイルスが終息しな
い限り、ロータリー活動も今までのように出来ない可能
性すら出てきています。どの様な運営に変えたら「奉仕
の精神」を実現することが出来るかをメンバーの皆様と
考えていく一年となると思います。
また、ホルガー・クナーク会長が推奨している戦略会議
も開催しなければならないと考えております。これから
の花巻ロータリークラブが、どの様に存続していくかの
未来像を示していかなければならないと思います。現状
の役員体制を考えたところ、会長・幹事の担い手が少な
くなっている現状を真剣に考え、持続可能な活動を維持
するための話し合いの場を設けなければならないと思
います。歴代会長・幹事経験者で組織する戦略会議の立
ち上げを行いたいと思います。
最後に今年度国際ロータリー第 2520 地区ガバナーに花
巻南ロータリークラブの伊藤智仁君が就任します。花巻
地区ロータリーメンバーとして、最大限の支援体制を敷
いて協力していきたいと思います。
今年度は非常に難しく新しい運営を考えていく一年間

■ニコニコ・ボックス紹介 ニコニコ・ボックス委員会
≪橋川秀治君≫
19 日、20 日と国際大会を YouTube で視聴しました。
英語版は 4000 人、日本語版は 270 名くらいが参加し、
講演や音楽ライブを楽しみました。ウォーキングチャ
レンジはスタート 1 時間で既に 18,000 歩も歩いてい
る外国人も！その時私は 250 歩くらいでした(笑)
≪髙橋豊君≫
今日は一関でクボタのロボット田植え機の実演会に参
加して来ました。スマート農業の進化により農業の生
産性向上を期待しています。
≪立花徳久君≫
今日は業界現況を国会議員の先生にお願い事をして来
ました。明るい未来が来ることを信じています。
≪佐々木史昭君≫
本日は、頂き物で恐縮でしたが、ぬくまる食堂に花巻産
のお米 10 ㎏を献上させて頂きました。わずかでも地元
の青少年の役に立てば幸いです。鹿討年度も最終例会
を残すばかりとなり、寂しい限りです。最後まで存分に
楽しませて頂きます。
≪鹿討康弘君≫
あっという間の前半、あれっていう感じの後半…。不完
全燃焼も私らしい、今までの生き方が現れたものと達
観しております。
「こどもは 3 歳までで、あらかたの親
孝行を済ませている」といいます。全半だけの一年でし
たが、あらかた済ませてたという事でご容赦下さい。
≪藤田勝敏君≫
所要の為、欠席となります。申し訳ありません。(某温
泉取引先ベトナムゴルフ旅行中止の残念ゴルフコンペ
参加の為)
≪阿部一郎君≫
7 月より新しい会員が増えます。7 月理事会での承認に
なると思います。下似内で精密板金工場をしている松
田製作所の社長 松田健さんです。よろしくお願いいた
します。例会も今日を含めてあと 2 回です。最後まで
鹿会長を盛り上げていきましょう。
ニコニコ・ボックスへのご協力、
ありがとうございました。
2019-20クラブ会報委員会
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