
 

■第 3292 回例会 9 月 27 日 会長の時間 要旨 

 皆様、こんにちは。先ずは 9/22 のぬくまるフードパントリーに 

ご協力頂いた皆様、大変ご苦労様でした。当日、自社の年一回 

防災訓練があり 15 時 30 分からの参加となりましたが、到着時 

にはほぼ準備作業が終了しており、回を重ねるごとに準備作業に 

要する時間が短縮され段取りの良さに驚くばかりです。今回でぬくまるフードパントリー

も第 30 回目の開催となりますが、ご協力を頂いている皆様、事務局を担って頂いてい

るウノーインダストリー様、鹿討様には改めて感謝申し上げます。本日は会長の時間の

後、橋川さんより「地域支援活動の紹介」と題しまして 20 分ほど卓話をお願いしてお

ります。どうぞ宜しくお願いします。橋川さんの卓話の後、質疑応答の時間も予定して

おりますので、私のお話しは今までの会長の時間でお話した項目の補足説明を中心に

5 分程度で終わらせて頂きます。 

➀先週、コロナ感染についてお話ししましたが、個人で入院給付特約付きの保険契

約をしている方は、10 万円程度の給付を得られます。確認してみてください。また、

9/26 以降感染した場合は、みなし入院のケースで支給を受けるには条件があります

ので注意して下さい。 

②再生可能エネルギーについてお話しましたが、東北電力から高圧、特別高圧契約

先へ電気料金値上げの通知が来ているはずです。これには再生可能エネルギー発電

促進賦課金が含まれておりません。同賦課金(1kWh)は 2012 年度 0.22 円から

2022 年度は 3.45 円と 10 年で約 16 倍の値上がりとなっております。この傾向は

2030 年まで続きます。 

③サハリンⅡについては新会社移行後も同条件での取引、ガス供給が可能となりそう

ですが、問題が 2 点あります。約 27.5%出資のシェルの撤退が決定し、中心となって

オペレーター(液化設備の運転、保守)を担当していた同社に代わる企業を見つけるこ

とができるか。また、同社に変わって中国企業が参加し支配を強めるのではないかとい

った 2 点が懸念されます。 

最後に今後の当クラブの予定ですが、10/4、10/18 の予定が空いております。 

皆様から講師、ゲスト等のご紹介を頂ければと助かります。それでは、橋川さんにバトン

タッチします。宜しくお願いいたします。 

 

 ■北上和賀 RC 髙橋嘉信様 要旨 

お言葉に甘えまして一言だけ。子ども食堂に関してですが、たまたま業界 

の支援金の関係で、県の知事・副知事にお会いした時に、トラック協会と 

して子ども食堂等の何か支援ができないかという話をしたら、県の方でも 

考えてるようなんです。野菜の市場に入ってる運送会社があるそうですが、市場で野菜

を結構捨てるらしいんですよ。だからそういったものもあるからなんか捨てるのもったいない

から、上手くできないかなって話があって、その話を県の方にもして、なんかの形を作れ

ればなっていうところまで一応なってます。だから県の方でも、ある程度の予算が出て

我々も運ぶ立場でですね、まぁ全くゼロってわけにはちょっといかないので、なんかのそう

いった予算ができてくれれば、後は具体的に地域で支援する組織ができてくると県全体

で物が動き始めるんじゃないかなってことは期待してます。 
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10月 4日 第 3293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.慶祝 

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 
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月間テーマ：経済と地域社会の発展月間 

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 

・なし 
 
■出席報告 
31 人中 13 名 (規定免除者 7 名) 

出席率 54.1% 前回修正 70.8% 

 
■メーキャップ 
9/22(木)ぬくまる食堂フードパントリー 

藤田勝敏君・藤村弘之君・三田望君・浅沼幸二

君・阿部一郎君・佐々木史昭君・橋川秀治君・鹿

討康弘君・市村律君・藤岡秀雄君 

9/25(日)米山記念奨学会研修会 

藤田勝敏君 

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 

★★9/27 のメニュー★★ 

中国料理 

カキの豆豉炒め 

白金豚しゅうまい 

■今後の予定 
10/11(火) 

クラブフォーラム 経済と地域社会の発展月間 藤

原喜子君 

10/18(火) 

会員卓話又はゲストスピーチ 

10/25(火)ゲストスピーチ 担当 三田 望君 

㈱桜 代表取締役 復元納棺師・おもかげ復元師 

笹原留似子様 

■その他 
10/20(木) 

ぬくまる食堂フードパントリー 

10/23(日) 

POLIO 根絶チャリティーゴルフ大会・チャリティー式

典・懇親会 



■会員卓話 「地域支援の取組」 橋川秀治  

本日は私が現在携わっている地域支援の取組みの 

お話をさせて戴きます。一つは子ども食堂を支援 

する仕組み、次は女性支援のプラットフォームづくり、 

そして、るんびにいアートの支援です。 

原料高で会社も厳しい状況ですが出来ることをやろうとしています。 

1 番目の子ども食堂の現状ですが、2017 年 2 月のインターシテ

ィミーティングでインクルいわての山屋理事長に講演頂いて子どもの

貧困を知り、花巻も子ども食堂をと動き出しぬくまる食堂がオープン

した 2018 年には 2286 だった子ども食堂は 2021 年には 6000

を超えるほどに増えています。これは経済や雇用の悪化、非正規雇

用の増加、ひとり親世帯の増加によるダブルワーク、トリプルワークの

増加で、インスタント食品やコンビニ食品で偏った栄養で孤食をして

いる子ども達が増えているためと考えられます。その子ども食堂も問

題を抱えています。本当に支援を必要としている子どもや親に支援

が届きにくい。これはぬくまる食堂でも課題でした。次いで運営費

用、グラフを見ると 7 割が年間 30 万円未満で運営している実態が

分かります。月に 2.5 万円以下では利用者を増やしたくても増やせ

ないだろうと思います。そんな時、Facebook ロータリアン交流会に

名古屋の 6 つの RC がコカ・コーラの寄付型自販機を設置して子ど

も食堂を応援する取り組みを始め、その輪が広がっているとの投稿が

ありました。これだと谷村さんと相談したところ、みちのくキャンティーン

がメンテしてる大塚自販機ならウチも OK だからやんなさいと背中を

押され、山屋さんが共同代表のこどもの居場所ネットワークいわてに

事務局をやって頂き、県下の子ども食堂を通じてその支援企業・団

体・公共施設に協力依頼をする方向で進めています。来年 5 月の

総会で承認を得てプレスリリースの方向です。そうそう、名古屋の方

は子ども応援プロジェクトを一般社団法人化していますので、この方

法もぬくまる食堂の発展法の参考となると思います。 

２番目は女性を救う活動です。「いしどりや眼科」の玉木光子先

生から相談がありました。大迫で起きた嬰児殺害遺棄という痛まし

い事件に心を痛め、望まない妊娠防止や子育出来ない時の支援

の仕組みを知らせたいと考えていた折、弘前大医学部の先輩である

対馬ルリ子先生が理事長を務める日本女性財団の女性を救う仕

組みを知ったそうです。そして全国に先駆けて岩手でキックオフする会

議と講演会を 11 月 22 日と 23 日（祝）に開催するお手伝いを

させて戴いています。 

 ３番目はヘラルボニーの成功で都市部では知名度が高まったるん

びにいのアートですが、地元でも親しまれるようにしたいということで、

企業にサブスクで複製画を貸し出したり、名刺やシャツ、車のデザイ

ンに採用して貰う企画が活版 DI の後藤社長から持ち込まれ、社内

に絵画を展示する方向でご協力しようとしています。 

 この企画を RC の委員会活動にしてはとの声もあり、前向きに考え

たいと思っています。各委員会でもご検討頂ければ幸いです。 以

上、ご清聴ありがとうございました。 
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■3292 回ニコニコボックス 
【藤田勝敏君】本日、吹張町内で配水管破損により漏水が発生して

おります。1955 年(67 年前)に埋設した配水管のようですが、人口が

減少する中、水道管の老朽化問題は社会問題になると思います。都

市ガス事業もガス管の老朽化問題を抱えており、頭が痛いところです。 

【藤村弘之君】1 週間は早すぎる！これではあっという間に年をとってし

まう。橋川君、会員卓話ありがとうございます。 

【佐藤良介君】宮沢賢治の 90 回忌の命日に当たる 9 月 21 日、文

化会館において賢治祭を 3 年ぶりに開催しました。全国各地から 350

名にご来場を頂き、賢治さんを偲び、賢治の世界に思いをはせて頂きま

した。来年は宮沢賢治没後 90 年に当たります。映画「銀河鉄道の

父」が公開されます。皆様是非ご覧下さい。 

【佐々木史昭君】昨年長女が入籍しましたが、コロナ禍でまだ相手方の

両親と顔合わせも出来ておりませんでしたが、先週日曜日初めて東京

のパレスホテルで会食をいたしました。娘夫婦は大阪で 2 人ともサラリー

マンをしています。田中家の御両親も温厚そうな方々で、ホッといたしま

した。 

【阿部一郎君】北上和賀 RC 高橋様、久しぶりのメーキャップありがとう

ございます。ぬくまるフードパントリーで今後もお世話になりますので、宜し

くお願いします。橋川君、会員卓話御苦労様です。ビデオ卓話ではな

く、本人の声が聞こえてとても良かったです。 

【吉田和洋君】15 日のグリーンサイドミーティングではメンバーと快適な

天候とハンディに恵まれ、優勝してしまいました。その晩のファイヤーサイド

ミーティングは欠席としておりましたが、藤田会長がダウンしたため、その

関係もあり急遽代役で参加し、有意義な時間を過ごすことができまし

た。ありがとうございます。翌日は長女の結婚式準備のため東京へ向か

いました。18 日は滝田さん・立花さんにも式・披露宴とご臨席いただ

き、台風が心配された中でしたが、虎ノ門ヒルズ 52 階の会場にて少人

数で無事終えることができました。感謝致します。全て新郎新婦が 1 年

かけてしつらえたので、私共も当日知ることが殆どでした(^^ 稲田さん

祝電ありがとうございました。 

【橋川秀治君】先週末は八甲田山で秋きのこの検定試験、少雨のた

めレアなものや傷んだキノコが多く苦戦しましたが、何とか 9 割 5 分は鑑

定しました。準鑑定員に昇格するかどうか、10 月初旬に結果が出ま

す。あと、その後香茸を見つけて、これで落ちてもいいやと自分を納得さ

せました。 

【北上和賀RC 髙橋嘉信様】例会場がグランシェールに変わってから初

めてのメークアップです。 

 

第 30 回 ぬくまる食堂フードパントリ実施報告(簡易版) 

■申込世帯数：54 世帯 

(代理引取：1 世帯) 

■参加者：会員 8 名・菊の会 6 名 

■お手伝い様：社協様 3 名 

■ボランティア様：12 名 

(マーマフーズ様 2 名、島様、小原様、小原様ご子息、岩手大学

T 様、市議会議員小森田様、花巻北高生 3 名、他 2 名) 

■ご寄付・ご協力者様(順不同)  
生協（生活協同組合連合会コープ東北サンネット事業連合）様 

美多加堂様・中央水産花巻様・やまそう様・ＪＡいわて花巻様 

モランボン㈱様・インクルいわて様・ファミマ 鍋倉店様・岩手雪運㈱

様・㈱焼肉冷麺ヤマト様・㈱エヌワイエス様・マーマフーズ様・コープ

花巻あうる様・むすびえ様・こどもの居場所ネットワーク様・いわてグ

ルージャ盛岡様  

★慶祝★ 

会員誕生日：谷村繁君(11 日)、前田毅君(23 日) 

夫人誕生日：高橋美加子さん(14 日 典克)、稲田久美さん(28 日 

典之)、笹木修子さん(30 日 賢治)、藤田十志子さん(30 日 勝敏) 

結婚記念日：上田穣君/昌子さん(4 日)、市村律君/香子さん(23

日) 

在籍表明：下坂和臣君(51 年)、伊藤誠一郎君(20 年)、吉田和

洋君(15 年)、鹿討康弘君(10 年) 


