
                        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 月 RI 月間テーマ『経済と地域社会の発展月間』 

第 3202 例会    2020 年 10 月 13 日(火) 
                 ホテル花城 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

本日は、佐藤博文ガバナー補
佐訪問例会が開催されます。 
先程クラブ協議会を開催し、昨
年の事業報告と今年度の事業
計画を報告させて頂きました。
例会では、佐藤ガバナー補佐よ
り講評を頂きたいと思います。宜しくお願い致します。 

 
一昨日はガバナー補佐杯ゴルフコンペが、きたかみカ

ントリークラブで開催されました。花巻ＲＣメンバーの
参加はありませんでしたが、花巻南 3 名、花巻北 5 名の
参加で、計 6 組のコンペでした。その後、花北 6ＲＣの
会長・幹事会が開催され、意見交換をさせて頂きました。
佐藤ガバナー補佐様は、北上地区の訪問を終了され、今
日から 3 日連続で花巻地区を訪問されるとの事です。 

 
 先週 9/29 例会後に開催されました「ぬくまる食堂フ
ードパントリー」では、40 家庭に支援を届ける事ができ
ました。社会福祉協議会 3 名、いわてグルージャ盛岡・
福田様、明治安田生命・向井様、第一生命・岩本様、橋
川君奥様他 1 名、そして花巻ＲＣメンバー11 名のスタ
ッフでスムーズな運営が出来ました。また、21 の個人や
企業からの支援を頂いた事にも感謝したいと思います。
事務局の鹿討さんの下には、沢山の感謝の言葉が届いて
おります。一部を紹介したいと思います 
 
・コロナの影響で仕事が薄く、毎日が大変でした。昨日 
の夕食は子供と感謝をしてからいただきました。  

・フードパントリーのスタッフの皆様もとても親切で、
優しく笑顔で接してくれた事も、嬉しかったです。  
大変な時に支援して頂いて、本当に助かりましたし、
何だかほっとして涙が出るくらい有難かったです。 
次回のぬくまる食堂さんのフードパントリーを楽し
みに思うと、頑張れる力も湧いてきます。  

・はじめて利用させて貰いました。たくさんの支援にび
っくり！感謝と感謝で帰り道、車で泣いてしまいまし
た。ありがとうございます。 

 
やはりコロナ禍の中、各家庭が困窮している様子が分か
り、支援の大切さを再認識しました。次回の開催は、
10/22 となっています。すでに 40 家庭の申し込みが来
ているようです。この事業の必要性が益々高まってきて
いる事を、メンバーの皆様と共有したいと思います。 

□開会点鐘            阿部会長 
□ロータリーソング斉唱 
□四つのテスト     
□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 
□慶祝 
□クラブフォーラム「経済と地域社会の発展」 

担当：社会奉仕委委員長 滝田 吉郎 君 
講師：花巻信用金庫 本店営業部長  

理事 太田 敬 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  ニコニボックス委員会 
□その他 
□閉会点鐘            阿部会長 

 

 
 
 
 

◆例会プログラム      

◆3201 回 例会の概要  

・ロータリーロゴのご使用について 
〔国際ロータリー日本事務局〕 

 
・令和 2 年度岩手県暴力団追放県民大会・北上市安全・

安心まちづくり大会の開催について（ご案内） 
〔花巻市防犯協会 会長 花巻市長 上田 東一〕 

 
・2020-21 年度 りんご狩りと果報もち膳交歓会中止 

のお知らせ 
〔国際ロータリー第 2520 地区 米山記念奨学会 

委員長 清水 努〕 
 

・日本事務局 事務所再開のお知らせ 
〔国際ロータリー日本事務局〕 

 
・2023-2024 年度ガバナー候補者の推薦について 

〔国際ロータリー2520 地区 ガバナー 伊藤 智仁〕 
 

・創立 60 周年記念誌発刊と送付のご案内 
〔大船渡 RC 記念誌実行委員長 遠藤 隆〕 

 
 
 
 
 
 
 

 

10/20(火) 会員卓話 松田 健君 
10/27(火) 伊藤がガバナー公式訪問 3RC 合同夜例会 

主催:花巻 RC ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｼｪｰﾙ花巻 
11/03(火）休会 
11/10(火）慶祝者スピーチ、クラブフォーラム 
 「ロータリー財団月間に因み」担当：R 財団委員会 
11/17(火）夜例会 ゲストスピーチ せきばクリニック 
            関場 慶博 氏（弘前 RC） 
 
 
 
 

◆今後のプログラム・その他の予定 

■会長の時間（12/48）阿部一郎 君  

 

 

◆幹事報告             幹 事 

例会メニュー 

煮込み風ハンバーグ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔立花 徳久〕 
立花です。今日は盛岡で会議の為欠席です。先週は東京
出張から戻り、3 日間の蟄居後に鹿討君にお世話いただ
いて入手した「コロナ抗体検査キット」で検査、見事陰
性でした。陰性祝いとして BOX 致します。 
〔上田 穣〕 
いつも何かとお世話になっている、佐藤博文アシスタン
トガバナーの訪問にもかかわらず、裁判所の調停期日と
重なってしまい、出席が叶わず申し訳ありません。今年
はコロナ関係で大変でしょうが、ぜひ頑張って下さい。 
〔佐々木 史昭〕 
10 月 4 日は当社株式会社中央コーポレーションの創立
記念日で、西暦 2000 年から社員がボランティアで花巻
市内の橋梁を手分けして清掃・点検する活動を行ってお
ります。継続は力なり！で。来年以降も継続して参りた
いと考えております。 
〔佐藤 良介〕 
佐藤博文ガバナー補佐には、懇切丁寧なご指導を頂き誠
にありがとうございました。一年間健康に留意され、
益々のご活躍をお祈り申し上げます。 
〔鹿討 康弘〕 
先日はフードパントリーに御参加頂きありがとうござ
いました。次回第 7 回の申し込み受付開始直後の 10/2
の深夜0時からLINE申し込みが続きあっという間に40
名の定員に達成してしまいました。現在 5 名の待機中で
す。5～10 名の追加の検討中です。今月から生協ではこ
ども食堂関係の買い物は 2 割引きです。役得でポイント
貯めようかとたくらんでいます。 
〔高橋 豊〕 
佐藤ガバナー補佐の公式訪問お疲れ様です。心より歓迎
致します。先日のフードパントリーパート 6 お疲れ様で
した。私は初めての参加でしたが、皆さんの情熱と真心
が心に響き、感動致しました。貴重な体験をさせて頂き
嬉しく感謝しております。 
〔三田 望〕 
佐藤ガバナー補佐、来花ありがとうございます。三日連

続の公式訪問なそうでご苦労様です。北上・花巻地区の
盛り上がりを、補佐のリーダーシップでお願いしたいと
思います。体調にも気を配られて一年間活躍して下さい。 
〔藤田 勝敏〕 
佐藤ガバナー補佐、今日はお忙しい中大変ありがとうご
ざいました。先週は取引先の研修旅行の為欠席し申し訳
ありませんでした。藤原さん幹事代行ありがとうござい
ました。夏泊ゴルフ場最高でした。 
〔橋川 秀治〕 
佐藤ガバナー補佐、3 日間の花巻公式訪問お疲れ様です。
水沢天文台応援の続報です。金曜日夕方、高橋ひなこ文
科副大臣より私の携帯に直電が来て、署名活動の今後に
ついてアドバイス戴きました。ロータリー事業としたお
陰だと感じると共に手は汗でびしょびしょでした（笑） 
〔阿部 一郎〕 
佐藤ガバナー補佐様には、今日を皮切りに木曜日まで 3
日間、花巻 3RC の訪問ご苦労様です。3RC それぞれ特
色ある活動を行っています。本日の花巻 RC 活動が参考
になれば幸いです。 
〔藤原 喜子〕 
佐藤ガバナー補佐お忙しい処ロータリークラブによう
こそお越し下さいました。公式訪問例会初参加で緊張致
しました。今年度右も左もよく解らないまま副幹事を引
き受けてしまいましたが何卒宜しくお願いいたします。  
先月末のフードパントリー、ぬくまる食堂で中心で活動
されていた鹿討前会長の会社の貴重な女性従業員さん
が辞められたとお聞きした辺りから、やはりロータリー
会員が中心で運営しなければと思ったのをきっかけに、
再度今回から参加させていただきました。当日もものす
ごくやりがいを感じながら、出来る範囲でお手伝いさせ
ていただきましたが、本日利用者の方々のメッセージに
また胸が熱くなりました。次回も頑張りたいと思います。 
〔佐藤 博文〕 
ガバナー公式訪問よろしくお願いいたします。 
 
ニコニコ・ボックスへのご協力ありがとうございました。 
 
「公式訪問前クラブ協議会」11:30-12:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
鹿討直前会長から前年度の活動報告、今年度の活動計画を 
阿部会長や各大委員長・委員長から説明させて頂きました。 

 

31 人中  18 人 出席  出席率 64.2 ％ 

   前回修正  67.8％ 
 

メーキャップ    
9/29（月）ぬくまる食堂フードパントリー 
阿部一郎君・橋川秀治君・佐々木史昭君・吉田和洋君 
・市村律君・藤村弘之君・稲田典之君・三田望君 
・藤原喜子君・鹿討康弘君・高橋豊君 
10/2（金）花巻市内 3RC 会長幹事会 
阿部一郎君・藤田勝敏君・ 
10/4（日）花北地区 RC 会長幹事会 
阿部一郎君・藤田勝敏君 
 

 ■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 

◆ガバナー補佐挨拶と講評 

佐藤博文G補佐 
（北上 RC） 

【出席者】阿部会長、藤田幹事、橋川エレクト、 
鹿討直前会長、藤原副幹事、吉田職業奉仕大委員長、 
滝田社会奉仕大委員長、佐々木国際奉仕大委員長、 
浅沼出席・米山奨学会委員長、藤村親睦委員長、 
三田プログラム委員長、高橋会員選考委員長、 
市村人間尊重委員長、稲田ロータリー財団委員長、 
佐藤花巻 RC 奨学生委員長 

 
 
 

 

阿部会長はダーウインを引き合いに変化に
対応するとの熱意を示され、北上にない独
自の奨学生制度や子ども食堂などの委員会
活動と詳細な手作り週報に感心しました。 
 
年度スローガン『機会の扉を開く』の通
り、多くの扉を持ち、多種多様な活動を実
践しておられることに敬意を表します。 
 
 


