
 

■第 3287 回例会 8 月 23 日 会長の時間 要旨 

皆様、こんにちは。本日は会長の時間の後、 

吉田エレクトより会員増強に関するクラブ 

フォーラムを予定しております。宜しくお願い致します。 

個人的には例会の 1 週間休会を受けて、余裕をもってロータリーの準備を進めることが

できました。参考までに私の 1 週間のロータリーへの対応についてご説明いたします。 

①火曜日:「例会終了後、会長の時間原稿ファイル、例会写真ファイル(圧縮)、例会

音声ファイル(ギガファイル便)」を会報作成委託先の㈱ウノー・インダストリーさんへ送信

する。②水曜日～木曜日:来週の会長の時間原稿作成③金曜日:㈱ウノー・インダ

ストリーさんから送付された会報の内容を確認及び修正④土曜日～日曜日:所用等

により会報が作成できない場合の予備日⑤月曜日:幹事から送付された例会案内の

内容を確認・修正し事務局へ送付、その他として、ほぼ毎日、事務局とお互いの要請

事項へ対応、以上が私の 1 週間のロータリー対応です。 

新年度がスタートし事務的なスピーチに終始してまいりましたが、今日は少し時間があ

りますので最近話題のロシア関連：サハリンⅡについてお話させて頂きます。日本はサ

ハリンⅡに年間 LNG 輸入量の 8.8%を依存していますが、現在、国は供給途絶の

可能性に備えあらゆる対応方法を検討しております。但し、週末の情報ではサハリン

Ⅱを運営するロシアの新会社が旧運営会社と同様の取引条件で各社と契約更新を

スタートさせたとの報道もなされております。ちなみに、世界中には日本向け LNG プロ

ジエクトが 20 個存在しております。サハリンⅡは⑧です。サハリンⅡはかなりの契約数

量の LNG を取り扱いしており、日本政府としては日本企業の権益維持のため三井物

産、三菱商事へ出資の継続を要請しております。今回の動きはロシアの非友好国がロ

シアへ行った制裁措置に対する対抗策の一環です。参考までに都市ガス業界全体で

はＬＮＧ需給のひっ迫は発生しておりませんが、国はサハリンⅡの LNG 供給途絶に

備えて節ガス等の法整備を進めているところであります。それは大規模停電を回避する

ためです。なぜなら、ＬＮＧの輸入量の 65％が電力会社向けで、残り 35％が都市

ガス業界向けです。残念ながら日本のエネルギー政策の現状は、僅か 9%の LNG 調

達に支障をきたすだけで、通常の経済活動、日常活動に甚大な影響を及ぼす危険

性と常に隣り合わせということです。国の第 6 次エネルギー基本計画(令和 3 年 10

月閣議決定)では、国産を含む石油・天然ガスの自主開発比率を 2030 年度に

50%以上、2040 年度に 60%以上へ引き上げすることを目指しております。(2020

年実績は40.6％)しかしなから、頻繁に電力逼迫が叫ばれる状況下では、原子力発

電稼働に向けた現実的な行動が避けて通れないことは明白です。今日はロータリー関

連からかけ離れたエネルギーのお話となりましたが、これで会長の時間を終わらせて頂き

ます。ありがとうございました。 
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8月 30日 第 3288回例会 

■本日のプログラム        例会進行：会場監督 

1.開会点鐘 

2.ロータリーソング 

3.四つのテスト 

4.本日のプログラム/メニュー 

5.食事 

6.会長の時間 

7.会員卓話 

新入会員 上田 直輝 君 

8.委員会報告等 

9.幹事報告 

10.出席報告 

11.ニコニコボックス 

12.連絡事項 

13.閉会点鐘 

会長 
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月間テーマ：会員増強・新クラブ結成推進月間 

四つのテスト 
言行はこれに照らしてから 

 
１、真実かどうか 

２、みんなに公平か 
３、好意と友情を深めるか 

４、みんなの為になるかどうか 

 

■幹事報告 

10＄募金＆チャリティーゴルフ大会開催のご案内 

〔ガバナー補佐 菅原忠勝・高橋一隆〕 

館報 秋号 2022 Vol.40 

〔公益財団法人 米山梅吉記念館〕 

クラブ活動計画書 〔北上 RC〕 

市民憲章運動推進第 56 回全国大会(福知山大

会)開催について(ご案内) 

令和4年度市民憲章運動実践活動表彰に係る被

表彰候補者の推薦について(お願い) 

〔花巻市市民憲章推進協議会 会長 三田望〕 

■出席報告 

31 人中 14 名 (規定免除者 7 名) 

出席率 51.8% 前回修正 67.8% 

■メーキャップ 

なし 

 

2022-23 年度     

会長：藤田勝敏 

幹事：藤村弘之 

会場監督：阿部一郎 

会長ｴﾚｸﾄ：吉田和洋 

副幹事 ： 市村 律 

★★8/23 のメニュー★★ 

海鮮チラシ 

茶碗蒸 

小鉢 

みそ汁 

■今後の予定 

- 9/6(火)  新入会員卓話 遠藤 敦士君、慶祝 

- 9/13(火) 会員卓話又はゲストスピーチ(未定) 

- 9/20(火) 会員卓話又はゲストスピーチ(未定) 

- 9/27(火) クラブフォーラム 9 月月間テーマ 

基本的教育と識字率向上月間  

担当 雑誌・広報委員長 谷村 繁 君 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

花巻ロータリークラブ 
<<事務局>> 

花巻市花城町 10-27 
花巻商工会議所 

TEL/FAX 0198-41-1133 
e-mail:hrc@hanamaki-cci.or.jp 

URL:http//www.hanamaki-rc.com 

■3287 回ニコニコボックス 

【佐々木史昭君】藤田会長の時間で、日本向け LNG プロジェ

クトの概要を興味深く拝聴しました。続きの話を、会長の時間で

期待したいです。吉田会長エレクトの会員増強プレゼン参考に

なりました。花巻 RC の分析は活かしていきたいですね。何よりも

仙台育英高校の夏の甲子園優勝大変おめでたいです。 

【藤田勝敏君】コロナ感染拡大が終息する様子は見られません

が、昼例会は継続実施の方向です。体調がすぐれない方はくれ

ぐれも無理をしないようお願い致します。 

【吉田和洋君】会員増強につきまして皆様のご協力をお願い致

します。 

【阿部一郎君】天候が悪いお盆期間でした。雨の合い間を見て

の墓参りでした。昨日の甲子園、とうとう白河の関を越え、100

年の念願である東北への優勝旗が、仙台に来ました。仙台育

英おめでとうございます。 

 

クラブフォーラム 会員増強月間 副会長兼会員増強委員長 吉田 和洋君 

8 月は RI 会員増強月間です。2022-23RI ジェニファー・ジョーンズ会長の方針と当クラブの現状、藤田会長方針に則して 

お話し、クラブフォーラム月間テーマと致します。まずは、RI 会長の会員増強についてのビデオメッセージをご覧ください。(QR)➡ 

ロータリーは、すべての人と尊厳と尊重をもって接し、あらゆる人の声に耳が傾けられるようにし、親睦、奉仕、リーダーシップの公平な機会を設けるこ

とに力を注いでいます。ロータリーの会員は、ロータリーが多様で、公平で、インクルーシブな組織となることを望み、またそうあるべきであると考えてい

ます。ロータリーは、開放的なコミュニケーションを育み、学びあい、支えあうことのできる環境を作りだすことに全力を傾けています。国によってロータリ

ーでの体験は異なるかもしれませんが、不平等や偏見を生み出す力関係、歴史、構造は世界中に存在します。多様性、公平さ、インクルージョン

は、世界的に重要な問題ですということで、新しい会員の方についても、現会員の方についても、クラブの中での活動・社会貢献を通じての活動を

通して、多様性を感じてもらい、活動の意義について共感してもらい、一緒に活動することでクラブをどんどん盛り上げて行ってほしいという風に語ら

れているのかなと思います。さて、次に、当クラブの現状を把握していただきたいため資料を作成しましたのでご覧頂きたいと思います。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 一番左の資料は会員数の変遷になります。2000 年からしか拾っていませんけれども、後はクラブの出来事なども並列させていただいております。

2009 年～2013 年のところですが、30 名を割っているという運営をしていました。2010 年からは 30 人チョットと推移して、現在 31 名という形

で活動できているということになります。続きまして、委員会構成、いろいろ委員会あるんですけれども、26 個の委員会と 5 つの役員、31 の役職が

あるという形になっています。途中、統廃合あったりしましたが、おおむね 26 の委員会があるという状況です。そして、各委員会の委員長役職をどな   

たがやられてきたのかということですが、同じ方が何回もやっているという状況 

が見られます。先程お話しましたが、26 の委員会があるため 26 人必要にな 

りますが、現在の参加率から考えると到底足りておらず、1 人で何役もやって 

いるという状況になっております。そして、会員名簿ですが、こちらが現在の年 

齢分布になります。最長の方から一番若い方まで、只今平均年齢 59.29 

歳、合計年齢 1,838 歳となっています。構成比でいくと、60 代が 40%と 

一番多くなっております。8 年後ですが、トップの方が 100 歳、49 歳までと 

いうことで合計年齢 2078 歳、平均年齢が当然上がりまして 67.03 にな                               

ります。70 代のとこが増える結果になります。ここが大事なところなのですが 

現在充填されている職業分類は活動計画書にも載っておりますが、資料の 

とおりです。そして会員条件について大事なところだと思うんですが、出来れ 

ばこちらの未充填分類の方に重きを置いて、ご紹介や勧誘をしていただける 

と非常にクラブの中のバランスについても良くなるのかなという風に考えており 

ます。そして最後になりますが、藤田会長の方針、スローガン「サステナブル       

なクラブ実現に向けて！大切なのは心地よさと配慮」ということで、今年度

の当クラブのスローガンはそういう形で進めるということでありますので、従来の

活動、中核的価値観、奉仕、親睦、多様性、豪傑性リーダーシップをしっ

かりと継続・認識し、多様性・公平性・インクルージョンを取り入れながら、ク

ラブ体制を埋めて諸問題解決に向け皆様と協議を進め改善を図って、明

日の花巻ロータリークラブにつなげていきたいというふうに考えておりますという

ことでお願いは、会員の皆様の小さな一歩が未来の花巻ロータリークラブに

繋がります。是非会員増強・会員紹介の方、よろしくお願いいたします。  

 

第 29 回 ぬくまる食堂 フードパントリー実施報告(簡易版) 

■申込世帯数：55 世帯 

(代理引取：1 世帯、ｷｬﾝｾﾙ 1 世帯) 

■参加者：会員 6 名、菊の会 4 名 

■お手伝い様：社協様 2 名 

■ボランティア様：12 名 

(マーマフーズ様 2 名、島様、阿部様、藤原様、 

藤原様ご子息、岩手大学 T 様、市議会議員小森田様、 

㈱相庄佐藤会長、グルージャ盛岡 福田様・野澤様、その他 

1 名) 

■ご寄付・ご協力者様(順不同) 

生協様・中央水産花巻様・やまそう様・JA いわて花巻様・むす

びえ様・インクルいわて様・ファミマ鍋倉店様・コープ花巻あうる

様・㈱焼肉冷麺・ヤマト様・こどもの居場所ネットワーク様・マーマ

フーズ様・岩手雪運㈱様・㈱エヌワイエス様 ・モランボン㈱様・

㈱美多加堂様・めし屋タカハシ様・いわてグルージャ盛岡様 


