
                        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 月 RI 月間テーマ「ロータリー新役員就任」 

第 3192 例会    2020 年 07 月 21 日(火) 
                  ホテル花城 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本日は、ＪＡいわて花巻より高橋専務が
ゲストで見えられております。昼食後に
企画部長様、広報担当者がみえられま
す。ぬくまる食堂フードパントリー事業
に多大なるご寄付を頂けるとの事です。

心より感謝申し上げます。後で贈呈式を行い、その後ご
挨拶をいただきたいと思います。宜しくお願い致します。
また、岩手日報、岩手日日も取材に来ておりますので、
ＪＡ様、花巻ロータリークラブのＰＲをお願いしたいと
思っております。 
今朝のＮＨＫニュースでは、コロナの関係で全国の 4 割
の子ども食堂が再開の目途が立っていないとの事です。
これはスペースの狭さや感染予防対策がネックになっ
ている様です。そのため、食材の配布事業の重要性を報
告しておりました。先週 7 日に行われたフードパントリ
ーでは、申し込み 55 世帯 234 名分の食材を配布出来た
との報告でした。鹿討直前会長、橋川エレクトをはじめ
実行委員会スタッフ、ボランティア、そして食材や運営
資金を寄付して頂いた皆様には感謝申し上げます。フー
ドパントリー事業はまだまだこれから必要になってお
ります。食堂運営時より金銭的負担が大きくなっており
ます。今回ＪＡ様よりのご寄付は大変助かります。今後
も宜しくお願い致します。そして花巻ＲＣとしてもこれ
まで以上の支援体制を行いたいとも考えています。ご理
解お願い致します。 
話は変わりますがコロナの関係で都内私立大学では、後
期授業もオンライン授業になる可能性が高くなってい
るようです。私の弟の長男も 3 月に東京でアパートを借
り準備しておりましたが、このような事態が続き、いつ
上京できるかが不明のため、いったんアパートの契約を
解除してしまった様です。授業が再開の目途がたったら、
また探しに行くようです。当人は免許を取ったり、オン
ラインでテストを受けたりと悠々自適に過ごしている
ようですが、親にしたらたまったものではないと思いま
す。 
今日の例会では、クラブ協議会で各委員長の抱負を発表
してもらいます。その後ぬくまる食堂フードパントリー
寄付贈呈式を行います。宜しくお願い致します。 
 
 
出席委員長・米山奨学金委員長 浅沼幸二君 
米山奨学金の委員長につきましては今回が初めてにな
ります。諸先輩方が築き上げてきた米山の歴史を汚さな
いよう進めて行ければなと思います。出席委員会につき
ましては、花巻にはクラブが 3 つ、さらには全国にあり
ますのでバッチさえつけていけばメーキャップできま
す。是非皆様で出席率向上の為、メーキャップをしてく
ださい。よろしくお願いします。 
親睦委員長 藤村弘之君 
今年度親睦委員長として、(活躍はしないかもしれません
が)務めさせて頂きます。何分不慣れでございましたが御
指名を頂きました。通年の行事があるかと思いますので、
参考にしながら活動していきたいと思っております。宜
しくお願い致します。 
ニコニコボックス委員長 藤原喜子君 
昨年度は藤田委員長の元、無事に 120 万円を達成いたし
まして、最終例会においては 22 万円の寄付が集まった
という事を伺いました。今年度はすごく不安でいっぱい
ではありますが皆様のご協力を得ながら 100 万円の目
標達成できるように頑張って参りますので、何卒宜しく
お願い致します。 
プログラム委員長・会場監督委員長 三田望君 
20 年ぶりくらいのプログラム委員長と会場監督という
ことで大変戸惑っております。会長よりもずっと緊張を
しております。阿部会長も楽しいプログラムをやってい
きたいということでしたので、そのお手伝いをしていけ
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 【事業報告・決算/事業計画・予算】 

□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   

・地区クラブ奉仕委員会からのアンケートのお願い 
〔 国際ロータリー第 2520 地区 ガバナー 伊藤 智仁〕 

・ハイライトよねやま Vol.244 
〔公益財団法人ロータリー米山記念奨学会〕 

・国際ロータリー人頭分担金請求書 
〔国際ロータリー財務部〕 

・公式訪問報告書提出のお願い 
〔国際ロータリー第 2520 地区 2020-2021 年度 

 代表幹事 菊池忠彦〕 
・2020-21 年度 青少年交換（長期）派遣事業に関する重

要なお知らせ  
〔 国際ロータリー第 2520 地区 ガバナー 伊藤 智仁〕 

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 
08/18(火)クラブフォーラム  

会員増強・新クラブ結成推進月間 担当：橋川秀治君 
08/25(火)会員卓話 市村律君 

 

◆今後のプログラム・その他の予定 

■会長の時間（02/48）阿部一郎 君  

 

 

◆幹事報告             幹 事 

例会メニュー 

天重 

◆クラブ協議会  

WEB 



クラブ会報委員長 会員増強委員長 橋川秀治君 
会報は担当する方々の負担を軽減できるよう、今年の内
に簡素化に努めたいと思います。 
そして会員増強は今年の年度はのっけから新入会員が
増え、勢いがありますので 40 人目標に向かって頑張っ
て参ります。 
会員選考委員長 髙橋豊君 
今年も選考委員長を務めます。今年で何回目になるか定
かではないですが、あまり出席率が良くないので、皆様
に大変ご迷惑をお掛けしておりますが、今年は阿部一郎
会長の足を引っ張らないように緊張感もって真面目に
頑張って参りたいと思います。 
社会奉仕委員長 滝田吉郎君 
社会奉仕委員長を仰せつかりましたが、花巻 RC の場合
はクラブ全体の奉仕事業ではないかと、特にぬくまる食
堂も含まれておりますので、鹿討直前会長の駒となって
動いていきたいと思います。多くの皆様に支えていただ
かなければ、地域貢献社会奉仕活動は出来ないと思いま
すので、また一年間よろしくお願い致します。 
ロータリー情報委員長 鹿討康弘君 
ファイヤーサイドミーティングを主催し、新入会員の皆
様に「ロータリーとは？」ということを共に学び親睦を
深めたいと思います。戦略会議というものも企画致しま
して遠くない未来の花巻 RC の姿を模索しながら計画を
立てていきたいと思います。 
雑誌広報委員長 吉田和洋君 
地区の「月信」編集長・地区のロータリーの友代表委員
と仰せつかっております。 
月信については花巻推しで行きたいと思っております
し、ロータリーの友についても皆様に情報を発信してい
きたいと思っております。 
人間尊重委員長 市村律君 
4 月に阿部一郎会長より入会を勧められて入会していき
なり人間尊重委員長を仰せつかり、全くイメージが湧か
なかったんですが、阿部会長、滝田委員長のご指導を頂
きながら務めを果たしていきたいと思います。 
国際奉仕委員長 谷村繁君 
28 日に藤舘さんが例会へいらっしゃるという事です。
カンサスの様子を聞いて皆様とシェア出来れば一番い
いかなと思っております。宜しくお願い致します。 
ロータリー財団委員長 稲田典之君 
各会員に対しロータリー財団への関心を喚起し財的支
援の積極的な参加を呼び掛けて参ります。皆様のご理解
と御協力をお願い致します。 
花巻 RC 奨学生委員長 佐藤良介君 
50 年に渡って奨学金を授与して参りました。今年度の
奨学生の方たちにも有効に活用して頂いて将来の糧に
なってもらえればなと思っております。宜しくお願い致
します。 
 
 
JA いわて花巻  
代表理事専務 髙橋利光様 
今回このような機会を設けさせて頂き
まして、感謝申し上げます。 
全国では 3700 程のこども食堂がある
と聞いています。今、その 4 割が活動の
自粛をしていらっしゃいます。その中
で、ぬくまる食堂さんと JA いわて花巻
とこういったつながりが出来たことで、当組合も大変う
れしく思っております。JA には様々な組織がありますが、

今回は女性部が強力なメンバ
ーとして頑張って頂きました
ので、まずは皆様にご報告と
感謝を申し上げご挨拶とさせ
て頂きます。本当にありがと
うございました。 
阿部会長御礼挨拶 
JA いわて花巻様に対しては本
当にたくさんの御寄付を頂戴
致しまして、ありがとうござ
います。フードパントリー事

業を始めてからはかなり金額的にも負担が大きくなっ
ているのが現状です。非常に心強い贈り物だと思い、有
効に使わせて頂きます。ありがとうございました。 
 
 
 

31 人中  19 人 出席  出席率 67.8 ％ 

   前回修正  67.8％ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 メーキャップ   
7/7（火）ぬくまる食堂フードパントリー 

       鹿討康弘君・橋川秀治君 
7/9（木）ロータリーの友オンライン会議 

      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 

≪立花徳久君≫  
4 つのテスト御指名ありがとうございます。役を抜け
ると緊張感がなくなり気が緩んだ所を見事に射抜かれ
ました。三田会場監督一年間頑張ってください。 
≪佐々木史昭君≫  
JA いわて花巻 代表理事専務髙橋利光様のご来訪を心
より歓迎申し上げます。高橋専務には花巻国際交流協
会の評議員を今年から引き受けて頂いておりますし、
2008 年にはホットスプリングスに御一緒して現地と
ニューヨークでわんこそば大会を開催したことが思い
出されます。 
≪佐藤良介君≫  
阿部一郎丸の輝かしい船出を心からお祝い申し上げま
す。阿部一郎会長の今年一年間のご活躍をお祈り申し
上げます。今年も花巻ロータリークラブ奨学生を務め
させて頂きますのでよろしくお願い致します。花巻農
協様にはぬくまる食堂に多大な食材をご寄付いただき
まして、ありがとうございました。在籍年バッジ、夫人
誕生祝ありがとうございました。 
≪髙橋豊君≫  
本日のゲストとして、JA いわて花巻代表理事専務髙橋
利光様ようこそいらっしゃいました。心より歓迎申し
上げます。又、就任おめでとうございます。公私共に会
世話になっております。よろしくお願い致します。 
≪鹿討康弘君≫  
本日は JA いわて花巻 代表理事専務、髙橋利光様たく
さんの御寄付を頂き、ありがとうございます。利光君は
高校の後輩でもありバンド活動を通して青春時代を共
に過ごした仲です。当時のバンド名は「あまりりす」と
「れんげ草」。変わり果ててしまった 2 人ですが、今後
ともよろしくお願い致します 
≪三田望君≫  
・阿部新会長の無病息災品行方正大活躍を期待してお
ります。・一年間会場監督を務めさせて戴きます。和や
かな例会になれば幸いです・御協力をよろしくお願い
します。 
≪橋川秀治君≫  
JAいわて花巻の髙橋代表理事専務様ご支援頂きありが
とうございます。花巻の大地の恵みを子ども達にしっ
かり届けます。 
≪藤田勝敏君≫  
本日、たくさんの皆様に御出席頂きありがとうござい
ました。毎日、ロータリー関連のメール対応・事務処理
の為四苦八苦です。 
≪阿部一郎君≫  
本日は、JA いわて花巻代表理事専務髙橋利光様には、
ぬくまる食堂フードパントリーに JA を代表して多大
な寄付を頂き誠にありがとうございました。有効に活
用させて頂きます。 
ニコニコボックスへのご協力、ありがとうございました。 
 

◆ぬくまる食堂フードパントリー寄付贈呈式  


