
      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 月 RI 月間テーマ「ロータリー新役員就任」 

第 3191 例会    2020 年 07 月 14 日(火) 
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本日より会長の時間を担当します。
ネタ切れを心配しながら四十数回お話
しさせていただきますが、最後までお
付き合い願います。 

九州熊本、宮崎、鹿児島では、集中豪
雨による甚大なる被害が出ておりま
す。被災された方々には、心よりお見舞
い申し上げます。このところ毎年と言ってもいいほど、
線状降水帯が発生し、何年に一度というような雨が降っ
ております。抜本的な対策が必要ではないかと思います。 

本日、新入会員として松田製作所社長の松田健君が出
席しております。私や鹿討前会長と同じ工業会で活躍し
ている方です。また、信用金庫さんの会員が変更になり
ました。戸来君に代わって太田敬君になりました。太田
君も出席していただいております。よろしくお願いした
いと思います。 

7 月３日に花巻北高校にお邪魔して、女子ハンドボー
ルにユニホーム 15 着を北銀西花巻支店長と一緒に寄贈
させていただきました。きたぎん寄付型私募債を当社が
発行し、北銀がそれを引き受けて北銀が発行手数料の一
部から花巻北高校に寄贈しました。 

7 月 5 日は阿部家 26 軒合同法要で菩提寺北笹間の東
光寺で行いました。今年は日曜日に当たった事もあり、
60 数名が集まり 12 本の年忌法要を終了させました。こ
の合同法要は、戦後物資が不足していた時代に個々で年
忌法要を行う事が困難だったため、各家庭が米と重箱一
つの料理を持ち寄り、一堂に会して年一回の法要を営む
事にして始まり、70 数年が過ぎた阿部家の大切な行事
です。今回はコロナの関係で飲食は無しで行われました。 

本日は、ぬくまる食堂フードパントリーが開催されま
す。55 世帯 234 名分の支援物資を配布予定になってお
ります。配布時間は午後 5 時から 7 時となっております
ので、お手伝いできる方は配布場所に来ていただければ
と思います。一年間頑張りますので、宜しくお願い致し
ます。 
 
 
 
株式会社松田製作所 
代表取締役 松田健君 

業種としては精密板金となります。ロ
ータリークラブということで、全く右も
左もわかりませんが少しでもお力になれ
ればと思っております。皆様どうぞよろ
しくお願いいたします。 
花巻信用金庫 本店営業部 
太田敬君 

ロータリークラブに入会するのは初め
てでございまして、どのような仕組みな
のかもわからないですが、会長の阿部一
郎君とは同期ですので教わりながら力に
なれればと思っております。 
 

□開会点鐘               阿部会長 

□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              阿部会長 

□クラブ協議会 【各委員会委員長抱負】 

□ぬくまる食堂フードパントリー寄付贈呈式 

ＪＡいわて花巻様 

□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               阿部会長 

◆例会プログラム     進行：会場監督 S.A.A 

◆3190 回 例会の概要   

・公式訪問についてのご連絡（お願い） 
〔国際ロータリー第 2520 地区 代表幹事 菊池 忠彦〕 

・新年度に当たり各クラブへの文書配信のお願い 
〔2020-21 年度ロータリー文庫運営委員会 

 委員長 青木 貞雄〕」 
・創立 40 周年記念特別会報送付ご案内 

〔盛岡東ロータリークラブ 会長 柴田 茂〕 
・令和 2 年度花巻市市民憲章推進協議会書面議決書の取
りまとめ結果について（ご報告） 

〔花巻市市民憲章推進協議会 会長 三田望〕 
・日本のロータリー100 周年記念ピンバッジ デザイン
データ使用申請について 

〔日本のロータリー100 周年実行委員会 
 記念事業等委員会委員長 鈴木喬〕 

・社会福祉法人 盛岡いのちの電話 第 124 号 
〔社会福祉法人 盛岡いのちの電話  

理事長 金澤弘幸〕 
・2020-2021 年度 上期普通寄付金のお願い 

〔公益財団法人ロータリー米山記念奨学会〕 
・令和 2 年 7 月豪雨災害への災害義援金のお願い  

〔国際ロータリー第２５２０地区 
ガバナー 伊藤 智仁〕 

07/21(火)クラブ協議会 

(事業報告・決算/事業計画・予算) 

07/28(火)長期青少年交換生修了証授与式・報告会 

08/04(火)慶祝 

08/11(火)お盆休会 

 

◆今後のプログラム・その他の予定 

◆新入会員紹介  

■会長の時間（01/48）阿部一郎 君  

 

 

◆幹事報告             幹 事 

例会メニュー 

白金豚ロースの 
香り揚げ 

WEB 



 
会長 阿部一郎君 

まずロータリークラブへは滝田さんから勧誘を受け
て入会をした経緯がございます。入会をして満 7 年、8
年目に入りました。できる限りのことをやっていかなけ
ればと思っております。今年はコロナウイルスの関係で
どのようになっていくのかはわからない状況になって
います。第 2 波・3 波と予想されおりますので、そのよ
うな事態になった際には活動を皆さんと検討して参り
たいと思います。 
幹事 藤田勝敏君 

1 年間頑張って参りますので、皆さんのお力添えよろ
しくお願いいたします。そして橋川エレクトや阿部会長
からもお話があったとおり、今年は新しいことをやると
いうよりは、ロータリーの継続・存続を根幹から見直す
というところで微力ながら基本的なことから皆さんで
考えていければと思います。どうぞよろしくお願い致し
ます。 
会長エレクト 橋川秀治君 

入会をして 5年という短期間で会長エレクトとなって
しまいました。副会長兼クラブ奉仕大委員長そして会員
増強委員長と務めさせて頂きますが、今年はコロナウイ
ルスの影響でどうなるかわからないというところがあ
るので、前会長を委員長とする戦略会議を開いてクラブ
の運営をやっていきます。その会議の決定を受けて阿部
年度を形にして参りたいと思います。 
会計 太田敬君 
適切に滞りなく処理を行わせていただきます。どうぞよ
ろしくお願い致します。 
職業奉仕大委員長 吉田和洋君 

まず、職業奉仕委員会内の出席を促し、職業奉仕月間
における職場訪問・会員卓話という事で進めていきたい
と思います。 

また、月信につきましては今回遅れることなく発刊出
来ました。表紙の写真は SL 銀河を使い、花巻を宣伝し
ていきます。一年間で 13 号発刊予定になっております
が、菊忠印刷さんという心強い方がいらっしゃいますの
で一緒に進めて参りたいと思います。一年間よろしくお
願い致します。 
社会奉仕大委員長 滝田吉郎君 

昨年に引き続いて務めさせて頂きます。阿部会長の指
針に沿って進めて参りたいと思います。社会奉仕のメイ
ンは「ぬくまる食堂」で二人羽織でいくと僕を操ってい
るのは直前会長の鹿討君でございますので、この場を借
りて現在行っているフードパントリーの説明をして頂
きたいと思います。(以後省略) 
国際奉仕大委員長 佐々木史昭君 
花巻 RC の国際奉仕の活動は 4 つほどありまして、2 つ
は地区と連動した長期と短期の青少年交換の花巻での
受け皿となる活動をしております。残りの 2 つは姉妹都
市に RC がありますので、(ホットスプリングス市・ラッ
トランド市)周年行事に訪問・交流するという活動です。
今年は何があるのかというと、4 つの選択肢の内 4 つと
も消えております。今年は様子を見ながらチャンスを伺
うという一年になると思います。一年間よろしくお願い
致します。 
青少年奉仕大委員長 立花徳久君 
会長がお話されていたように、今年は何ができるのかな
と考えております。一番大きいもので小学生のバレーボ
ール大会で来年は予定をしております。そして、花巻北
高奨学生制度とございます。その他はほぼほぼ中止にな
ってしまったのかなと思います。この二つに対して力を
入れていきたいと思いますので、よろしくお願い致しま
す。 
直前会長 鹿討康弘君 
戦略会議というものを行うようにと阿部会長よりご指
示がありました。現在会員数が減っている中で、会長職
を含めたロータリークラブとの在り方を皆さんで考え
てまとめていき、活動に反映させて参ります。 
副幹事 藤原喜子君 
思えば阿部会長にすっかり騙されまして、今この場に立

っております。三田年度に入会をさせて頂き楽しく活動
させて頂き、楽しくも強烈な鹿討年度、今年は阿部会長・
橋川エレクト・藤田幹事の足を引っ張らないように、皆
さんと協力し合って共に頑張っていきたいと思います
ので、今後ともどうぞよろしくお願いします。 
 

 

31 人中  19 人 出席  出席率 67.8 ％ 

   前回修正  71.4％ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 メーキャップ   
7/5（日）鈴木賢直前ガバナー及び 

直前ガバナー補佐慰労会  吉田和洋君 

■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 

≪阿部一郎君≫  
2020-2021 年度が本日より始まります。一年間会長を務
めさせて頂きます。宜しくお願い致します。不具合等発生
時には、場当たり的な対応をする事があると思いますが、
ご容赦願います。 
≪鹿討康弘君≫  
今日は七夕です。先日の夜奥さんと出掛けて飲んでいた
時、余計な一言を言ってしまい、それから口をきいてくれ
ません。早く機嫌が直りますように星に願いを掛けたい
と思います。 
≪立花徳久君≫  
阿部一郎新会長の船出を祝います。大変な一年となると
思いますが楽しくいきましょう。新入会員の松田さん、太
田さんよろしくお願いします。 
≪藤村弘之君≫  
一郎会長の「スタート例会」おめでとうございます。一年
間よろしくお願い致します。 
≪稲田典之君≫  
阿部一郎会長・藤田幹事、楽しく充実した一年になります
よう期待申し上げます。在籍表彰ありがとうございます。 
≪滝田吉郎君≫  
阿部一郎会長、一年間お願いします。会長の変化について
いくよう、ガンバります。 
≪下坂和臣君≫  
メロンとスイカありがとうございました。 
≪上田穣君≫  
久々にテーブルが 4 つ！新しいメンバーも見受けられ、
阿部一郎丸の華々しいスタートとなりました！！幸多い
一年となつ事を心から祈念致します！！！ 
≪髙橋豊君≫  
阿部一郎会長の船出を心よりお慶び申し上げます。雨ニ
モ風ニモ負ケズ、一年間の航海が楽しく有意義なものに
なる様祈念致します。皆さん顔晴りましょう。年バッジ
（32 年）ありがとうございます。 
≪谷村繁君≫  
阿部会長・藤田幹事、一年間よろしくお願い致します。年
バッジありがとうございます。 
≪吉田和洋君≫  
妻への誕生祝いありがとうございます。いよいよ新年度
阿部年度がスタートしました。「月信」もついにスタート
しました(+_+)宜しくお願い致します。 
≪佐々木史昭君≫  
阿部一郎丸の新年度の船出を心からお慶び申し上げま
す。新入会員の松田健さん、太田敬さん入会を心より歓迎
致します。一年間楽しく有意義なロータリー活動が続け
られますよう、阿部一郎会長を支えて参りたいと思いま
す。 
≪藤田勝敏君≫  
いよいよ新年度がスタートしました。皆様のお力添えを
お願い致します。 
≪橋川秀治君≫  
阿部会長、藤田幹事の新年度を松田さん、太田さん参加と
いう形でスタート出来たことをお祝いします。昨年の平
塚の七夕祭りを懐かしみながら BOX します。 
 
 
ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽへの 
ご協力、ありが 
とうございまし 
た。 
 

◆クラブ協議会（役員抱負）  


