
 

◆第 3309 回例会 2 月 7 日 会長の時間   
皆様、こんにちは。今日は会長の時間の後、 

鹿討君から「ぬくまるフードパントリー」の現状について 

お話を頂くことになっております。どうぞ、よろしくお願い 

いたします。先週は市内 3RC 合同例会並びに新年会、 

大変ご苦労様でした。皆様のご協力をもちまして何とか 

終了することができました。大変、ありがとうございました。当日は予定していなかった菅

原ガバナー補佐のポリオ関連のバッチ贈呈式や新入会員の紹介を 3 年前に遡って実

施する等の要請があり、コンサートの時間確保の為、会長の時間を短縮したり、地蔵

堂親睦委員長の素晴らしい進行により、予定どおり閉会するこができ安堵しておりま

す。今年度も残り 5 カ月となりましたが、主なイベントは 3 月 10 日、11 日のロータリー

カップ、4 月 18 日の観桜会に平塚 RC の皆様が花巻へお越し頂く予定となっておりま

すので翌日 19 日までの対応、4 月 15 日の仙台での地区研修協議会といったところ

でしょうか？また、3 月、4 月は各 RC の周年記念祝賀会が多く開催されますので、皆

様のご協力を宜しくお願い致します。 

さて、これからの残り 5 カ月の会長の時間は本来自分が得意な分野でもあります金

融関連を中心に話を行なって参りたいと思います。前職の退職時に誓約書（競業避

止義務、守秘義務）を提出し 5 年間は行動を制限されておりましたが、6 年が経過し

ました常識的な範囲で皆様にお役にたてるお話をして参りたいと考えております。 

最近、また地方銀行の経営統合、合併が話題にあがるようになりました。2020 年

の菅首相時代に「地方銀は多すぎる」発言と 2021 年に氷見野金融庁長官が行った

講演での「時限を意識して腹を決めて取組んで欲しい」との発言を後押しするように国

の新制度がスタートしたことが影響しております。（合併時のシステム費用負担 30 億

円、本業以外の参入緩和、独占禁止法特例）ちなみに、最近は地方銀行の一県

一行体制が確実に増えてきております。現在、47 都道府県に 99 行の地方銀行が存

在しておりますが、1 行体制は 8 県となっております。今後は青森県、神奈川県、石川

県、長野県、長崎県が加わり 13 県となります。今後も確実に一県一行体制が増加し

てくるでしょう。ご存じのとおり、岩手県は 3 行体制となっておりますが、3 行以上の地銀

が本店を所在している都道府県は山形県、福島県、千葉県、東京都、静岡県、三

重県、愛知県、富山県、福岡県、沖縄県の 10 都県です。お隣の青森県、秋田県は

信用金庫の数も 2 金庫です。（岩手県は 6 金庫です）なぜ、岩手県は良く言えば

金融機関大国（悪く言えばオーバーバンキング）になっているのでしょうか。金融機関

の合併には取引先への影響が生じます。私は合併を経験しておりませんが 1993 年に

釜石信用金庫が経営破綻した際、岩手銀行を中心とした地元 6 金融機関での事業

譲受を体験しました。現在、同行で存続している旧釜石信用金庫の支店はありませ

ん。取引先、新しい職場へ移った従業員の方々のご苦労もあったと思います。前にもお

話しましたが、今後、ゼロゼロ融資（実質無利子、無担保融資）の利払い開始、日

銀のゼロ金利政策の変更が金融機関に大きなインパクトをもたらすはずです。その影響

に注意しなければなりません。今後、差し障りない範囲でお話出来ればと思います。以

上をもちまして、会長の時間を終わります。それでは、鹿討君、会員卓話を宜しくお願

い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

     

 

  

 

 

2月 14日 第 3310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.ゲストスピーチ 

花巻小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟 

理事長 浅野欣伸 様 

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 

会長 
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会長 

 

 

 

各大委員長 

幹事 

出席委員会 

 

会長 
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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 

★★2/7 のメニュー★★ 

■今後の予定 

2/21(火) 地域おこし協力隊 内田結貴 様 

2/28(火) 叙勲・花巻市市勢功労者表彰受章

祝賀会(三田望君、佐藤良介君) 

 

■幹事報告 

・第 21 回ロータリー全国囲碁大会のご案内 

〔ロータリー囲碁同好会〕 

・メルボルン国際大会 ご案内と登録のお願い 

〔ガバナー事務所〕 

・令和４年度卒業式について（お知らせ） 

〔岩手県立花巻南高等学校 校長 山田浩和〕 

・占用許可の更新手続きのお知らせ 

〔花巻市長 上田東一〕 

・2023-24 年度ロータリー手帳お買い上げのお願い 

〔一般社団法人 ロータリーの友事務所〕 

・友好都市交流事業の実施状況及び来年度事業計画について 

〔花巻市友好都市交流委員会 会長 佐藤良介〕 

・和光ロータリークラブカタログ 

〔和光〕 

■出席報告 

32 人中 15 名 

出席率 55.5% 前回修正 59.2% 

■メーキャップ 

なし 



■ぬくまるフードパントリーの現状について 鹿討康弘君 

ぬくまるの報告ということなんですが、先程市村専務の 

方からちょっと情報頂きまして、昨日岩手県が困窮世 

帯に関する集会をして、岩手県内でも子育てに限ら 

ず困窮している世帯が増えてきているということで、集 

まりを持ったようです。そこに我々でもお世話になってい

るインクル岩手の山屋理事長がお招きいただいていろいろと事情をお話

したということが今日の岩手日報とめんこいテレビでも放送されたというこ

とでした。 

例会に先立ちまして、理事会がございました。それで来年度も継続した

いということでしたので、皆さんのご承認いただきました。吉田年度も継続

して、日程もですね 4 月から来年の 3 月まで社協さんの日程を決めて

頂きました。社協さんの協力もこれまで通り行います、ということでただ人

数の関係で 2 名くらいの協力しかできなくなるかもしれませんということを

昨日言われました。それでですね、現状と言いますか、ちょっと問題かな

と思っていることは、新規の方が増えていないんですね。時々、1 世帯と

か 2 世帯とかは増えますが、増えてない理由が恐らくですね支援しても

らいたい潜在的な方々はたくさんいると思うんですよ、いるんですが、なか

なかその方達が我々に結びついてこないんですね。ですから、今後何か

しらのアプローチをしながら本当に困っている子ども達のために新しい利

用者の開拓といいますか、結びつける方法を模索していかなければいけ

ないのかなと思っております。 

昨日実行委員会の場でも言いましたが、24 時間テレビってありますよ

ね。岩手県の子ども食堂のネットワーク、我々も属してます子どもの居場

所ネットワーク岩手の方に寄付をしたいという申し出がありました。何か

欲しいものがあったら、現金以外で言ってくれ、ということで、各ネットワー

クに所属している団体から希望を取って、取りまとめて 24 時間テレビに

希望品を提出する流れになりました。明日リモートで会議をする事になっ

ています。では、我々ぬくまる食堂で何が欲しいかとなった時にですね、

大寒波の話に結びつきますが。どうしても 1 階はかなり寒いんです。社

協さんの暖房も壊れてますので、暖房機を欲しいなと、そして吉田エレク

トからも出ましたが、夏は暑いんだ、という話が出ましたので冷暖房機が

あればそういったものを 24 時間テレビの方に希望を出して寄付していた

だければな、という風に思っております。 

それとですね、これ細かい話なんですが、利用者の方達は毎回毎回有

難い有難いという風に感謝していると想定していますが、最近お肉があり

ませんね、というような話が出ているようでして、そりゃ確かにお肉関係は

ないよなーと思いながらですね、また新たなところを開拓してなきゃ行けな

いなーと思った時にですね、銀河フーズさんがあるじゃないか、ということで

是非藤田会長、銀河フーズさんの方にですね、お肉関係の寄附を是非

おねだりしていただければなと思っております。マーマ―フーズさんにも大

豆ミートよろしければまたお願いしたいということを申し上げたら、喜んで

提供するという話を頂きました。報告書にもありましたが、自分の子ども

は普通のお肉は食べないんだけど、大豆ミートはすごく美味しい美味しい

と言って食べるといったお母さんからの報告もあったので、そのことも付け

加えて報告したら大変喜んでおりました。 

それでですね、先程実行委員会の時に何かほかに気づいたことありませ

んか、と言った時に阿部さんから出たのがお米を担当している菊の会の

方達から実は聞いているんだけど米質が悪いといったお話。ですから、そ

れが古米なのか古古米なのかわかりませんが、確かに以前 1 回クレーム

がついたこともありましたし、虫が出たとか、米が黒かったというようなことが

あったので、最近かなり吟味はしているつもりですが、精米の仕方もいろ

いろ影響があるのではないかということで、ちょっと持ち帰って精米の仕

方、米の品質について改善に努めていく所存です。 
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■第 3309 回ニコニコボックス 

【藤田勝敏君】先週は、市内 3RC 合同例会・新年会への御協

力、大変ありがとうございました。今後も各種イベントが予定されて

おりますので、皆様の御協力を宜しくお願い致します。 

【藤村弘之君】藤原さんバレンタインチョコありがとうございました。 

【吉田和洋君】13:30 より花巻市賢治のまちづくり委員会に出席

のため早退します。何かと行事等が動き出し、以前より多用になっ

てきました。 

【三田望君】予期せぬ体調不良でご迷惑やらご心配をおかけして

すみませんでした。曲がったヘソをまっすぐに直して頂き、これからは

更に素直に生きたいと思います。これからもどうぞ懲りずに誘ってくだ

さい。 

【高橋豊君】バレンタインチョコレートを藤原さんから頂戴して、とて

も嬉しく思います。ありがとうございます。竹鶴ピュアモルト、家で箱

をあけるのが楽しみです。社内会議の為、早退させて頂きます。 

【谷村繁君】鹿討議員に感化されまして、メンタルケア・アドバイザ

ーの資格を取得しました。お悩みのあるメンバーには無料でアドバ

イスいたします(笑) 藤原さんありがとうございます。灘の酒ですね。 

【佐々木史昭君】花巻国際交流協会が主催した姉妹都市オンラ

イン交流事業はホットスプリングスを相手に 2 回を数え、参加した

中学生は現地に友達を作ろうと悪戦苦闘していましたが、よい経

験になったようです。2/26(日)には、その模様を実際に市民に感

じてもらえるようなオンラインイベントを交流会館で計画しています

ので、御注目をお願いします。 

【阿部一郎君】三田さん退院おめでとうございます。今後は、暴飲

暴食を謹んで身体を大切にしてください。 

【立花徳久君】今週も土曜日安比でスキーを楽しんで来ました。

天気が良く、気温が低く、風が無く、最高でした。藤原さんありがと

うございます。私はチョコの部分だけいただきます。 

【藤原喜子君】いつも皆様、大変お世話になっております！！本

日は 1 週間早くいつもゴディバではあきるので、目線を替えて竹鶴

入りの生チョコレートに致しました      どうぞ冷蔵庫保管で、ご賞味く

ださいませ。知らずに購入いたしましたが、よく見ましたら平塚発祥

の会社のものでした。 

 


