
                        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 月 RI 月間テーマ『経済と地域社会の発展月間』 

第 3203 例会   2020 年 10 月 20 日(火) 
                 ホテル花城 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

東京の知人からの景気に関
するお話です。 

内閣府から 10 月 8 日に発表
された9月分景気ウォッチャー
調査が画期的な内容で、前月比
5.4 ポイント上昇の 49.3 とな
りました。この数値、滅多に 50
を超えることはありません。 

4 月には 7.9 となり、リーマンショックや「３・１１」
のときさえなかったひとケタ台にまで落ち込みました。 

 
もちろん、これであんまりぬか喜びをしてはいけませ

ん、景気ウォッチャー調査は毎月月末に行われるので、
9 月のプラスはシルバーウィーク４連休の人出を素直に
評価したもののように思えます。8 月のお盆に外出や帰
省を自粛した人たちが、リベンジ外出したからでしょう。 

 
それよりも大事なことは、シルバーウィークから 2 週

間たったのに、感染者数が目立って増えていないことで
す。新型コロナとの付き合いは長くなりそうですが、そ
んな中でも少しはコツが呑み込めてきた、ということで
はないでしょうか。 

ちょっとずつ世の中が平常を取り戻しつつあれば良
いなと思うばかりです。 

 
本日は、10 月月間テーマ「社会と地域社会の発展月間」

のクラブフォーラムを行います。滝田大委員長に担当を
お願いしたところ、信金の漆沢理事長に講話をとのこと
でしたが、都合が合わず辞退されましたので、今年度信
金より入会しました太田敬君にコロナ禍における花巻
地域の情勢をお話し頂きます。宜しくお願い致します。 

 
先週末は県内のスポーツイベントでメンバーの皆様

の活躍がありました。10 日は釜石でラクビー釜石シー
ウェイブス対クボタスピアーズ、結果は 12-73 で釜石の
敗退となりました。前泊して観戦された高橋豊さんご苦
労様でした。 

11 日は北上でサッカーいわてグルージャ盛岡対アス
ルクラロ沼津、結果は 1-0 でグルージャの勝利、通算 6
勝 10 敗 5 引き分けＪ３の勝敗は 18 チーム中 13 位と
なっています。グルージャ様のご厚意により水沢展望台
支援署名ブースを設置いただき、ブースに鹿討さん、藤
原喜子さんが参加して頂きました。お休みのところ本当
にありがとうございました。 

 
10 月 9 日（金）にはテレビ岩手にて、フードパントリ

ーの様子を特集と言う形で約 5 分間放映されました。取
引先の数名から「見たよ」と反響がありました。大きな
支援の輪になると良いなと感じています。 

 
今週はだんだんと朝が冷え込んで来ます。暖かくして

就寝し体調を崩さないよう自己管理をお願い致します。
本日も宜しくお願い致します。 

 

□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 
□会員卓話            松田 健君 
□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      

◆3202 回 例会の概要  

・2700 地区奉仕プロジェクトセミナーご案内のお願い 
〔国際ロータリー第 2700 地区 がバナー 古賀英次〕 
 

・ハイライトよねやま Vol.247 
〔公益財団法人 米山記念奨学会〕 

 
・ご寄付頂きました皆様へ お礼状 

〔国立天文台 水沢 VLBI 観測所長 本間希樹〕 
 

・テーマバッジ送付のご案内 
〔国際ロータリー第 2520 地区 ガバナー 伊藤智仁〕 

 
・創立 50 周年記念式典・祝賀会 縮小開催のお知らせ 

〔大船渡西 RC 会長 高木久子〕 
 

・2020 年 End Polio Now リソースのご案内 
〔国際ロータリー日本事務局〕 

 
 
 
 
 

 

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（13/48）阿部一郎 君  

 

 

◆幹事報告             幹 事 

例会メニュー 

天ぷら盛り合わせ 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
（1）個人消費･･･足下では緩やかに持ち直しつつある。
「百貨店は来店客数が大幅に
減少。前年を下回っている。ス
ーパー販売は飲食料品が好調。
前年を上回っている。コンビニ
販売は弁当などが低調。前年を
下回っている。 
乗用車販売は前年を下回っているものの、足下では軽乗
用車等で下げ止まりの動き。家電販売はテレビやエアコ
ンが好調。」 
（2）生産活動･･･感染症の影響により、弱含んでいる。 
（3）雇用情勢･･･感染症の影響により、弱い動きとなっ
ている。「有効求人倍率は低下。新規求人数は、小売業や
サービス業等で前年を大幅に下回っている。」 
（4）企業の景況感･･･全産業において 6 月と比べ、「悪
い」超幅は縮小したが、先行きについては全産業では「悪
い」超幅が拡大する見通し。業種判断指数（DI） 今回
▲38⇒先行き予測▲40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
《市村律君》 
結婚記念日のお祝いありがとうございます。25 周年を
迎えました。記念日の 23 日には、プチ旅行で雫石の温
泉に泊まりに行きます。金婚式を目指して、男性の平均
寿命 81 歳を超えられるように健康的な生活を心がけて
いきます。先月から妻も「菊の会」に参加させていただ
いており、必死に頑張っています。 

《吉田和洋君》 
先月迄仕事関連の予定がなかったのに、今月に入ったら
会議やコンペ等の行事が多くなり、慣れるのに大変です。
今月乗り切れば何とかなるかな？13 年バッチありがと
うございます。 
 
《立花徳久君》 
3 週間ぶりの例会です。ロータリーの禁断症状が起きる
かなと思ったのですがそれほどでもありませんでした。
でも愛はあります。 
 
《谷村繁君》 
誕生祝ありがとうございます。動物としての人間の寿命
は 40 歳とのこと。41 歳からは時間をどう楽しくデザイ
ンするかなのですね。 
 
《上田穣君》 
10 月 4 日に 42 回目の結婚記念日を迎えました。ホテル
花城の下河原君（私と同級生）から、大好きな洋ナシの
タルトを届けていただきました。感謝！！感謝！！です。
50 年に向けて、夫婦共に健康で仲良く暮らしたいもの
です。 
 
《鹿討康弘君》 
先日の日曜日に藤原喜子さんと、グルージャのホームゲ
ームの競技場で水沢天文台の署名活動のお手伝いをさ
せて頂きました。6 才の孫を連れて行ったのですが、若
い可愛い女性スタッフが「イケメン！！女の子かと思っ
た！！」とモテモテ。「俺だって昔は可愛かったんだ！」
と孫に言ったら「ふん」と鼻で笑われてしまいました。 
 
《佐々木史昭君》 
明日、花巻鉄工会が主催して、花巻球場のナイトゲーム
で、花巻鉄工会オールスター野球大会が開催されます。
鉄工会員各社から総勢約 40 名の野球人が 2 チームに分
かれて腕を競い合います。終了後の焼肉パーティが楽し
みです。 
 
《髙橋豊君》 
10 月 10 日釜石鵜住居（うのすまい）復興スタジアムに
於いて、釜石シーウェイブスとクボタスピアーズがワー
ルドカップ 1 周年を記念して対戦しました。昨年ワール
ドカップで活躍したピーターラブスカフニも出場しま
した。釜石の幼稚園児が虎舞の姿で選手達を歓迎し、な
ごやかな雰囲気でした。 
 
《藤田勝敏君》 
太田さん、今日は貴重なお話ありがとうございました。
10/27 のガバナー公式訪問に向け、皆様の御協力をお願
いします。 
 
《橋川秀治君》 
太田さん、コロナで先の見通しが難しい中、経済と地域
の状況について分かりやすく解説頂きありがとうござ
います。少し光が見えて来たようで安心致しました。フ
ードパントリー、水沢天文台応援で多くの方々に温かい
ご支援を頂き、自分の心が温まって（ぬくまって）気が
大きくなり調子に乗って食べてたら、身体も実際に 2.5
㎏大きくなってました(笑) 
 
《阿部一郎君》 
太田敬君の経済情勢のお話とても参考になりました。こ
れからの花巻のため、弱きを助けて下さるようお願い致
します。本日は大役ありがとうございました。 
 
ニコニコ・ボックスへのご協力ありがとうございました。 
 
 
 
 
 

31 人中  18 人 出席  出席率 64.2 ％ 

   前回修正  71.4％ 
 
メーキャップ    

10/11（日）水沢天文台応援の署名活動 

      鹿討康弘君・藤原喜子君 
 
 

 
■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 

◆クラブフォーラム「地域経済の現状と今後」 

講師：花巻信用金庫 本店営業部長 理事 
太田 敬様（会員） 

（担当：社会奉仕委委員長：滝田吉郎君） 

 

 

◆慶祝 

 

会員誕生日 谷村繁君 
 

年バッジ（13 年）吉田和洋君 
 

夫人誕生日 藤田勝敏君 
 

年バッヂ（8 年）鹿討康弘君 

 


