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合同例会 2520 地区天沼ガバナー公式訪問例会

1.開会点鐘

進行：花巻北 RC

2.国家斉唱

花巻北 RC

3.ロータリーソング

ソングリーダー

4.四つのテスト

親睦委員会

5.ビジター紹介

花巻北 RC

-RI 第 2520 地区

四つのテスト

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

★★7/26 のメニュー★★

言行はこれに照らしてから

牛肉の XO 醬炒め

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

白身魚のﾌｶﾋﾚ餡かけ
ｼｰﾌｰﾄﾞｻﾗﾀﾞ
ﾃﾞｻﾞｰﾄ

■今後の予定
- 8/9(火)

天沼久純ガバナー

会長：藤田勝敏

月間テーマ：会員増強・新クラブ結成推進月間

8 月 2 日 第 3285 回例会
■本日のプログラム

2022-23 年度

花巻市シルバー人材センター様 フードパントリー寄附金贈呈式

- 8/16(火) 休会(お盆休み)

-RI 第 2520 地区第 2 区分

- 8/23(火）クラブフォーラム 会員増強・新クラブ結成推進月間

菅原忠勝ガバナー補佐

6.会長の時間(歓迎の言葉)

花巻北 RC 会長

7.出席報告

各 RC 委員長

8.幹事報告(代表報告)

花巻北 RC 幹事

9.ガバナー挨拶・講評

天沼ガバナー

10.記念品贈呈

花巻北 RC 会長

11.閉会点鐘

花巻北 RC 会長

- 8/30(火) 会員卓話又はゲストスピーチ

■『ぬくまるフードパントリー』への寄附品贈呈式
JA いわて花巻 代表専務理事 高橋様
皆様、こんにちは。花巻農協の専務、髙橋
と

と申します。今日はこのような機会を与えてい

た

ただき、誠にありがとうございます。先程、コロ
ナの話がありましたが私が役員になって 3 年

■幹事報告
・

・地区大会のご案内 〔ガバナー事務所〕
・活動計画書送付のご案内 〔花巻北 RC〕
・60 周年記念誌発刊のご挨拶
〔北上 RC 会長 阿部眞希男様〕
・クラブ会長フォーラムのご案内
〔国際ロータリー第 2520 地区 ガバナー天沼久純〕
・直前ガバナー事務所夏季休業のお知らせ
〔2022-23 年度 直前代表幹事 星 毅〕
・ガバナー事務所の夏季休業について
〔ガバナー事務所〕
・暴追いわて Vol.82 〔花巻市防犯協会〕

■出席報告
31 名中 14 名(規定免除者 7 名)
出席率 51.8％ 前回修正 62.9％
■メーキャップ
なし

目になります。この期間、コロナが発生しまして、個人的な生活やら企業の事業の進
め方やら、いろいろとこの 3 年間で世の中が結構変わってきました。特に、今報道さ
れてるのは、7 人に 1 人の子供が貧困状態で、片親の子供については 48％くらいが
貧困だと言われております。このようなコロナの状況もあるのかなと思っております。その
ため、国は学校給食あるいは皆さんが実施しているぬくまる食堂さん、こういった子ど
も食堂に対しての支援として備蓄米を今年から要望する団体には無償で配布すると
いったような取り組みをしております。花巻 RC さんが手がけているぬくまる食堂さんに
つきましては、この花巻地域の発展そして子供たちの未来に向けて、こういった取組
は本当に大事なもんだなと、つくづく感じております。私も今年でこのような会場にご
招待を受けるのが 3 回目となります。本当に有難いなと思っています。農協も組織を
あげて出来る限りのご協力をさせていただきたいと思っておりますので、今後ともぬくま
る食堂さんの益々のご発展とご参会の皆様方の益々のご健勝を祈念申し上げまし
て、ご挨拶とさせていただきます。本日は本当に有難うございました。

■第 3284 回例会 7 月 26 日 会長の時間
皆様、こんにちは。先ずは 7 月 24 に花巻市議会議員選挙の投開票が行われ、当クラブの鹿討君が当選されました。
まことにおめでとうございます。益々のご活躍を期待しております。本日はぬくまるフードパントリーへの寄付品贈呈のため、
JA いわて花巻様より高橋専務様、企画管理部の石黒次長様、中村様の 3 名にお越し頂いております。
JA いわて花巻様からは昨年の 7 月 20 日にもぬくまるフードパントリーへ寄附品の贈呈を受けており、継続したご支援に
対し改めまして感謝申し上げます。そして、明日、第 37 回目のぬくまるフードパントリーを開催しますが、これも、ひとえにＪＡいわて花巻様を初めとし
た多くの皆様方の継続支援のおかげであります。寄付品につきましては有効に活用させて頂きます。大変ありがとうございます。最近、ＪＡグループさ
んが県内各地で子供食堂やフードパントリーへ積極的に支援を行なっている様子を新聞、テレビ等で拝見させて頂いております。やはり、ＪＡグルー
プさんの影響力は絶大ですので、引続き子供達に支援活動を行なっている各団体へのお力添えを宜しくお願い致します。また、私は個人的にも JA
いわて花巻様 100%出資の JA グリーンサービス花巻様とは LP ガス業界団体「岩手県高圧ガス保安協会花巻支部」の会長、副会長として運
営へ携わって頂いており、大変感謝しております。さて、8 月 2 日に花巻温泉紅葉館で開催予定の市内 3ＲＣ合同ガバナー公式訪問例会です
が、送迎用のバスを用意することとなりました。また、会費はクラブで負担します。現時点で当クラブは 10 名の参加予定となっております。但し、コロ
ナ感染の急拡大のため幹事クラブの花巻北 RC さんより懇親会開催の是非について意見を求められておりますが皆様のご意見を伺い、この後、当ク
ラブの意向を伝えたいと思います。少し、ロータリー関連のお話をさせて頂きます。2022-23 年度 RI ジェニファー・ジョーンズ会長のテーマは「イマジン
ロータリー」で、会長はロータリーの会員の皆様方に大きな夢を抱き、行動を起こすことを「想像してください。私たちがベストを尽くせる世界を」という
言葉で求めております。また、ロゴで使用されている基調の 3 色(紫、緑、白)は、紫が「ポリオ根絶」、緑が「環境」、白が「平和」を表しております。
その一つ「環境」について、脱炭素の関連から少しだけお話させていただきます。実は菅前首相が宣言した「2050 年カーボンニュートラル、脱炭素
社会の実現を目指す」に向けて、既に「地域脱炭素ロードマップ」というものが策定されスタートしております。概要は 2030 年までに国内に少なくと
も 100 か所の「脱炭素先行地域」をつくり、そのモデルを 2050 年に向けて全国に伝播し、脱炭素ドミノ現象を作り出すというものです。2022 年
4 月 26 日に第一回目の募集が行われ 26 か所の地域が脱炭素先行地域に決定しました。ちなみに、岩手県で指定された地域はございません。
そして、第 2 回目の募集期間が 7/26～8/26 まで行われます。仮に花巻市が手を挙げて「脱炭素先行地域」に選考された場合、少なからず皆様
の事業にも影響は及ぶと考えられます。既に上場会社は 2023 年度より有価証券報告書にサステナビリティ情報に関する開示として「気候変動へ
の対応」の記載が求められます。上場会社が既に取引先に対し、脱炭素への取組行動を要請している事象も発生しております。会員の皆様も少し
ずつ備えが必要かと思います。最後にロータリーと関連のない話となりましたが、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。

■3283 回ニコニコボックス

(ニコニコボックス委員会)

【藤田 勝敏君】本日は JA いわて花巻様より昨年に続き、寄
付品の贈呈を頂き、大変ありがとうございました。JA いわて花
巻様の益々の御活躍を祈念しております。これからも、よろし
くお願い致します。
【藤村 弘之君】24 日(日)、13 年目の犬(ココ)が天に召さ
れました。盛岡のサニーサンペットメモリアルで立会個別火葬
をおこないましたが人間と同じ葬儀で真心のこもったものでし
た。JA いわて花巻の皆様本日は御寄付ありがとうございまし

第 28 回 『ぬくまる食堂』 ぬくまるフードパントリー実施報告(簡易版)
■申込世帯数：49 世帯
(代理引取：2 世帯)
■参加者：会員 7 名・菊の会 6 名
■お手伝い様：社協様 3 名
■ボランティア様：11 名
(マーマフーズ社長・専務・マーマフーズ社員 3 名、

た。

島様、髙橋様、阿部様、グルージャ盛岡福田様・野澤様、その他 1 名)

【高橋 豊君】JA 花巻さんが、フードパントリー事業に対し、深

■ご寄付・ご協力者様(順不同)

いご理解のもと、たくさんのお米等をご寄付くださいました。まこ

生協様・中央水産花巻様・やまそう様・JA いわて花巻様

とにありがとうございます。鹿討さん、市議会議員選挙見事ご

むすびえ様・インクルいわてファミマ様・鍋倉店様

当選まことにおめでとうございます。健康管理十分にご留意下

コープ花巻あうる様・㈱焼肉冷麺・ヤマト様

さい。

こどもの居場所ネットワーク様・マーマフーズ様

【三田 望君】JA 花巻様の寄附品贈呈、誠にありがとうござ

岩手雪運㈱様・㈱エヌワイエス様・モランボン㈱様

います。心強い応援で助かるご家庭も増える事と感謝しま

㈱美多加堂様・石黒農場様

す。
【谷村 繁君】鹿討大委員長、当選おめでとうございます！！

いわてグルージャ盛岡様・花巻地域民生委員児童委員 OB 会様

【鹿討 康弘君】多くの皆様の御支援を頂き、おかげさまで当
選させて頂きました。皆様の期待通り体重は減っておりませ
ん。ただ黒くなっただけです。妻からも当選祝いの名前入りの
マグボトルをいただきました。これからが本当の意味で「本番」
です。「みんなのためになるかどうか」で頑張ります。
【橋川 秀治君】JA いわて花巻 高橋専務様はじめ組合員
の皆様には水沢天文台の署名活動、ぬくまる食堂支援と大
変お世話になっております。お陰様で利用者のお母さん達は
本当に喜んでいますし、子ども達も笑顔いっぱいで帰って行く
姿に心洗われる経験が出来ています。
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e-mail:hrc@hanamaki-cci.or.jp
URL:http//www.hanamaki-rc.com

