
 

■第 3305 回例会 1 月 10 日 会長の時間   

皆様、明けましておめでとうございます。 

昨年中はクラブ運営に際しまして、多大なるご協力を頂き 

大変ありがとうございました。今年も気持ちを新たに残る 

6 カ月間会長職を全うしたいと考えておりますので、皆様の 

ご協力を宜しくお願い致します。 

本日は 3 週間ぶりの例会となりますが、ご案内のとおり、会長の時間の後、各大委

員長の皆様から前期の活動についてご報告を頂きます。なお、前期に実施されましたプ

ログラム、各行事の詳細につきましては、御手元に配布のクラブ活動報告をご参照願い

ます。 

今後の予定ですが、1 月 17 日：湯口中学校野球部への寄付金贈呈式、1 月

24 日：藤田直之君の卓話（延期）、1 月 25 日：ぬくまるフードパントリー、1 月

31 日：市内 3ＲＣ合同新年会を予定しております。特にも合同新年会の準備がこ

れからとなりますので、皆様のご協力を宜しくお願い致します。また、湯口中学校野球

部への寄付ですが、現時点で多くの会員の皆様からご寄付を頂いております。来週の

例会に湯口中学校父母会事務局の高橋悠人様にお越し頂く予定となっておりますの

で、代表して私が贈呈させて頂きます。宜しくお願い致します。 

さて、「旅するピアノ」は昨年の 12 月 26 日よりマルカンビルに移動しております。今

後の予定ですが、4 月 3 日から 6 月 14 日まで「道の駅西南」、6 月 16 日から 7 月

3 日まで「岩手銀行赤レンガ館（ルンビニー企画展）」となっております。 

次に 2023 年がスタートし経営者の皆様方が気にしているところは、やはり、岸田首

相が経済界に再三要請している「物価上昇率を上回る賃上げ」への取組みではないで

しょうか。岸田首相が要請している賃上げ水準は、直近の消費者物価指数 2022 年

11 月の単月実績 3.7%以上を意図しております。ご存じのとおり、賃上げには「ベース

アップ」と「定期昇給」があります。連合は 2023 年春闘でベアを 3%とし定期昇給と合

わせて 5%程度の賃上げを目標としておりますが、現実的には 2023 年度消費者物

価指数予想インフレ率 1.7%以上のベースアップを実施し、定期昇給を加算後、3%

以上の賃上げが一つの目安になるのではないかと予想しております。皆様の会社は如

何でしょうか？ 

年末にかけてもうひとつ気になった出来事は、川徳の経営再建計画のリリースです。

新聞、テレビ、ネット上で広く詳細に説明されておりますが、長年親しまれてきた老舗企

業だけに金融団側も気を使って公表しているなと感じました。百貨店業界を取巻く環

境は厳しさをましておりますが、新しい川徳百貨店の再生を祈っております。以上をもち

まして、2023 年第一回の会長の時間を終わります。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

     

 

  

 

 

 

1月 17日 第 3306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.会長の時間 

6.文部科学大臣杯全日本少年

春季軟式野球大会  

全国大会出場 湯口中学校野球

部への寄付金贈呈式 

7.委員会報告等 

8.幹事報告 

9.出席報告 

10.連絡事項 

11.閉会点鐘 
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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 

 

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 

★★1/10 のメニュー★

★ 

白金豚ﾋﾚｶﾂｶﾚｰ 

■今後の予定 

1/24(火) 会員卓話又はゲストスピーチ(未定) 

1/31(火) 市内 3RC 合同新年会・菊の会合同 

(主幹：花巻 RC) 

■その他 

1/25(水) ぬくまる食堂フードパントリー 

■幹事報告 

・4/15(土)丸森 RC 創立 50 周年記念式典のご案内 

〔丸森 RC 会長 今野茂男〕 

・2023 年 1 月ロータリーレート 1 ドル＝132 円 

〔ガバナー事務所〕 

・4/22(土)創立30周年記念式典及び祝賀会のご案内 

(北上和賀 RC 会長 小原紀美) 

・商品価格の改定について 〔㈱オクトン〕 

■出席報告 

32 人中 18 名 

出席率 64.2% 前回修正 64.2% 

■メーキャップ 

1/9(月)花巻青年会議所賀詞交歓会 

藤田勝敏君 
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■クラブ協議会 前期事業報告 

       【クラブ奉仕大委員長 吉田和洋君】前期迄のところ各委 

員会とも概ね順調に事業を行っております。おかげさまで 

3 名の新会員を迎え現在会員 33 名での運営となってお 

ります。親睦委員会におけるクリスマス会やグリーンサイドミー

ティング、フャイヤーサイドミーティング等の親睦事業も行い、地区行事にも

新会員の方も積極的に参加していただけました。ただ仕事の都合やコロナ

禍においての、昼例会における出席率が低迷しておりますので、出席委員

会を中心に、参加しやすい環境づくりにもできる範囲で取り組んでいきたい

と思います。入会時期は今後の打ち合わせによりますが、女性会員が 1

名増えそうな感じです。第二分区ポリオ根絶チャリティイベントの実行委員

など他の仕事とも重なり、10 月末には体調を崩し楽しみにしていた地区コ

ンペを急遽欠場する始末。会報は見やすい構成で内容も見やすくまとめ

ていただいており、当クラブの活動がわかりやすく掲載されております。また、

友好クラブである平塚ロータリークラブ様より三田友好クラブ委員長へ 4 月

に来訪したい旨の打診を頂いておりますので観桜会夜例会を視野に予定

を確認しながら進めて行きたいと思っております。私は次の走者として緊張

して襷を待ちながら次年度へ向けて準備していきたいと思います。本年も

よろしくお願いいたします。 

【職業奉仕大委員長 三田望君】今日は職業奉仕のですね、当初計画

にあげたやつがなんだったかよく覚えていないのですが、1 つは職業奉仕に

絡んだ卓話をどなたかにお願いしたいということで考えておりました。今回で

すね、10 月 25 日になりますけれども、夜例会を無理にお願いしまして、

復元納棺師の笹原留似子さんに北上から来て頂き、お話をして頂きまし

た。普段身近に聴くようなお話ではなかったので、それはそれで貴重なお話

だったかなと思います。それから更に今月職業奉仕の委員会、強調月間

になっておりまして、先程ちょっとお話しておりましたが、お医者さんである

「高橋典克」さんに今月お話を頂くということになっております。 

【社会奉仕大委員長 藤原喜子君】社会奉仕の方ですけれども、旅する

ピアノとぬくまる食堂とコロナ禍の中、藤田会長と鹿討さん中心に、会の皆

様、ボランティアの皆様のご協力のもと、毎月順調に運営して頂きました。

特に旅するピアノに関しては、ヨーカドー店でのクリスマスイベントなども企画

され、大盛況だったということでお話も伺っております。後は、昨年の 12 月

クリスマスには毎年恒例の清光学園様への図書カードの贈呈式なども、

本当は出席したかったんですけれども、会長とご相談の上、いつも行ってい

ただいてる皆さんに、通常通りにお伺いして頂いて、そちらの方も無事に完

了しております。今後は 3 月のバレーボールイベントが今年はできるのかど

うか上田さんを介してお話を通していただいたり、会長様の方にも昨年度

のように例会の方にもご参加いただいて、そこら辺でコミュニケーションを取り

ながら今年度も頑張って参りたいと思います。 

【国際奉仕大委員長 立花徳久君】ほぼほぼ話すことは 

何もありません。今回国際奉仕に関しては、ほぼほぼ何も 

なくただ今次年度に向けて、短期ですね、短期の方の受付 

が始まったっていうことが非常に希望の持てるところかなと思います。 

この調子でまず次年度に向けて、進んで頂ければいいのかなと思います。

以上です。 

【青少年奉仕大委員長 鹿討康弘君】先程藤原さんから話ありましたロ

ータリーカップですが、上田さんに確認したところ、今年度 3 年ぶりに開催

の方向で進んでいるというお話でありました。本当に楽しみにしております。

他に新事業と致しましては、AMS と花巻北高との交流もありますがほぼほ

ぼリモートでやってるような状況と。これから国際交流が盛んになってくると

我々の出番かなと思ってます。奨学生の方も、例年通り 3 名の奨学生を

認定してまいりまして、その辺のところの支援は継続しておりますので、ご報

告を申し上げます。ロータリーカップ、盛り上げていきましょう。 

  

 

■第 3305 回 ニコニコボックス 

【藤田勝敏君】皆様、残る６ヵ月間、会長職がんばりますので、今

年も御協力よろしくお願いします。 

【藤村弘之君】新年おめでとうございます。本年もよろしくお願いしま

す。3 年目のバッジありがとうございました。 

【阿部一郎君】明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願

い致します。卯年にちなんで、飛躍の１年にしたいと思っています。

皆様にも良い年であることを祈念したいと思います。 

【吉田和洋君】あけましておめでとうございます。ついに１月 5 日、長

女に第一子が産まれ初おじいちゃんになりました。2880g の女の子

です。母子共に健康でなにより。新しい年を迎えうれしいスタートにな

りました。本日退院との事で、奥さんは既に川崎へ行きました…。本

年もよろしくお願い致します。 

【稲田典之君】明けましておめでとうございます。本年もどうぞ宜しくお

願いします。そして吉田会長エレクト、初孫さんの誕生おめでとう！ 

【谷村繁君】ドライバーを買い替えました。アイアンも買い替えました。

グリーンサイドミーティング、藤田会長今年もよろしくお願い致します。 

【高橋豊君】明けましておめでとうございます。本年が、平和で健康

的な年になることを心より願っております。早退させて頂きます。 

【佐々木史昭君】本日会社で 20 歳のお祝いの式を行いました。

2021 年に高校卒業して当社に入ってくれた 3 名の社員たちです

が、1 年 9 ヶ月経過して、立派に成長してくれていて大変頼もしく思

いました。会社からのお祝いの品は、成人としてサインするのに使って

もらえるようにと、高級ボールペンでした。 

【藤原喜子君】新年あけましておめでとうございます！！何週間かぶ

りのロータリークラブで浦島太郎状態です      新年あけて、皆さんの

笑顔を拝見して嬉しくて思わずニコニコしてしまいます。マスクしている

ので、分かりづらいと思いますが      今年もどうぞ宜しくお願い致しま

す。 

【上田穣君】昨年末に妻の誕生日をむかえました。今年の末には

70 歳になるようです。まだまだ仕事を続けようと、私と二人ではりきっ

ています。仕事の合い間をみて旅行もはりきって…とも思っています。 

【立花徳久君】新年明けましておめでとうございます。今年は良い年

になるよう努力したいと思います。 

【橋川秀治君】藤岡専務、例会へようこそ！これからもいろんなお話

を聞かせてください。さて、今年は冬休みが短かったので宇都宮で年

越しとなりました。毎日良い天気の下、まったりと過ごしたら体重が

101.6kg まで増え、成長著しい年明けとなりました。 

 

 

★新入会員 藤岡秀雄君 挨拶要旨★ 

マーマフーズの藤岡と申します。昨年いろいろとフ

ードパントリーとかに参加させていただき、とてもお

世話になりました。今年から情報交換のほうさせ

ていただければいいなと思っておりますので、是非

ともよろしくお願いいたします。 

 


