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RI会長テーマ ROTARY CONNECTS THE WORLD：ロータリーは世界をつなぐ…マーク・ダニエル・マローニー
盛岡RC会長テーマ −令和元年：世の為、人の為、奉仕を続け、輪を繋げましょう−西島光茂

盛岡ロータリークラブも休会中に春がとび、もう夏の気配すら感じています。理事会
での決定事項については、皆様にメッセージでお伝えした通りです。本日は、２人の
入会者のご紹介をさせていただきます。よろしくお願いします。

充分に間隔をあけての着座

■会報委員会より報告

委員長

金沢滋

西島会長よりホームページのリニューアルについての諮問があり、３月初めに委員会を開催。内
容などについて検討しましたが、集合型の委員会を自粛した関係で、委員長と勝幹事と協議させて
いただき、委員長の専任事項として仕様書を作成。４月の理事会にて仕様書をご了承いただき、今
月16日までに２社より見積書の提出を受けました。うち１社に内定。６月中には新ホームページの
形ができる予定です。
新型コロナ感染症への会としての即時対応が必要との思いもあり、新ホームページでは、会発信
の情報をNEWsの形ですぐにアップすることができます。ご期待くださいませ。
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例 会 報 告

【ニコニコBOX】

第₃₁回例会
令和２年５月₂₉日㈮
12時30分 開会点鐘
・司 会 西島光茂会長
・ロータリーソング
（それでこそロータリー）
・会長報告 西島光茂会長
・新入会員紹介 小川 彰会員
（学校法人 岩手医科大学 理事長）
三原康展会員
（大和ハウス工業岩手支社 支社長）
・皆出席バッジ（３月分）
白石 茂君（31年）
佐藤 仁志君（６年）
大平
騰一君（４年）
・皆出席バッジ（４月分）
田中 堯史君（32年）
駒木 進君（25年）
吉江 信博君（10年）
畠山 将樹君（４年）
荒川 鉄平君（４年）
・皆出席バッジ（５月分）
該当者なし
・入会祝 小川惇・田中堯史・
白石茂・吉田幸一・駒木進・
坂本広行・千葉隆史・吉江信博・
勝雅行・金沢滋・荒川鉄平・
畠山将樹・土屋克之・千崎和夫・
菅原浩幸・中村芳樹君
・誕生祝 田中堯史・白石茂・
吉田幸一・千葉隆史・吉江信博・
金沢滋・荒川鉄平・畠山将樹・
土屋克之・荻野忠良・近藤駿・
西島光茂・福井誠司・長谷川久晃・
佐藤重昭・大久保嘉二・佐藤仁志・
安川慎治・高橋一仁君
・結婚祝 田中堯史・白石茂・
千葉隆史・勝雅行・金沢滋・
荒川鉄平・畠山将樹・千崎和夫・
菅原浩幸・荻野忠良・福井誠司・
高橋一仁・吉田育弘・盛田洋太郎・
飯塚肇・長野隆行・熊谷祐三・
榧野信治君
・幹事報告 勝 雅行幹事
・終了後臨時理事会開催
・委員会報告
・マイロータリー登録状況報告
藤村吉隆会員
【他クラブ例会変更のお知らせ】
６月は、ほとんどのクラブが例会再
開されております。
メークアップの際は各クラブに確認
の上ご訪問ください。
●盛岡南R.C.＝
６月30日㈫休会
●盛岡東R.C.＝
６月15日㈪通常夜例会→昼例会に
時間変更
６月22日㈪通常昼例会→夜例会に
時間変更
６月29日㈪休会

出 席 報 告

会員数/76名

プログラムのお知らせ

◆藤村文昭君…親睦委員会の藤村文
昭です。親睦委員会としては、コ
ロナの影響で、観桜会とミニ旅行
がキャンセルとなり、楽しい企画
でしたので誠に残念でありました。
西島年度も例会が今日も含め４回
となりましたが、親睦委員会の大
事なミッションとして、ニコニコ
BOXがあります。今年はその目標
額を150万としていますが、現在
のところ本日の記念品、６月の記
念品を合わせても116万円となっ
ております。皆様ご承知のとおり、
このニコニコBOXの資金は、西島
会長のもと、大きな成果を上げた
「ラオスへの医療品支援」など、対
外的な奉仕資金に使うための大事
な原資であります。目標額に少し
でも近づけるためにも、会員の皆
様にご理解を頂き、今年度例会中
にお一人あと一回のニコニコをお
願いしたいと思います。なにとぞ
ご協力をよろしくお願いします。
尚、私は本日、盛岡卸センター総
会のため早退いたします。お許し
頂きたいと思います。
◆金沢 滋君…みなさまとこうして
無事にお会いでき、そして、新ホー
ムページについてご報告すること
ができ、ニコニコしています。川
口印刷様、会報とともにHP制作も
よろしくおねがいいいたします！
◆長野隆行君…①待ちにまった小川
先生のご入会を、心から歓迎いた
します。先生は、超多忙で、コロ
ナ問題以前は週に２〜３回は上京
することもあり、お疲れにならな
いかと大変心配しております。ま
た、先生は人付き合いが良すぎる
ところがあり、親衛隊の一人とし
ては、個人的な夜のお誘いは、出
来れば控えていただけますように、
西島会長はじめ会員のみなさまに
は宜しくお願い致します。小川先
生、決して無理なさらないで下さ
い。②熊谷祐三会員の盛岡ガスグ
ループさんから、盛岡市医師会に
マスク5000枚のご提供が先日ござ
いました。毎日必要なマスクです。
まだまだ不足しており、大変あり
がたく、そのご厚情に一会員とし
て厚く感謝申し上げます。
◆佐藤重昭君…三原康展会員の御入
会を心より歓迎いたします。
◆千葉隆史君…５月20日盛岡ガス 熊
谷祐三会員から盛岡市医師会に医
療用不織布マスク5,000枚をご寄
贈いただきました。盛岡ガスグルー
プでは全従業員様には繰り返し使
える布マスクを配布したことで、感
染症対策として会社に備蓄してい
た不織布マスクを医師会にご提供
いただいたとのことです。必要不可
欠な貴重な医療資源のご寄贈に心
より感謝をしニコニコいたします。
◆工藤幸一君…ロータリー例会の再
開と新入会員の小川彰さん、三原
康展さんの入会にニコニコします。

出席数/59名
・６月５日㈮

出席率/80.82％

◆石田 亨君…⑴３月14日にダイヤ
改正がありました。コロナで延び
延びになっていましたが、本日、
折り畳み時刻表を配布させていた
だきました。緊急事態宣言が解除
され、新幹線のご利用者は少しず
つ増えていますが、コロナ対策で、
「はやぶさ」や「こまち」の指定席
の販売は定員の６割程度に抑え、
間隔を空けて座っていただくよう
にしています。また、北海道新幹
線の新青森〜新函館北斗の区間は、
現在減便していてこの時刻表時間
通りに新幹線が運転されていない
ことにご注意ください。⑵漆をテー
マに、山田線の上米内駅がクラウ
ドファンディングを活用して生ま
れ変わりました。岩手県で漆とい
うと浄法寺が有名ですが、かつて
は浄法寺から上米内に漆を採取し
に来ていたそうです。４月29日の
オープン以降、毎日50人位の皆さ
んに上米内駅に来て頂いており、
地域を元気にする拠点として予想
以上の滑り出しです。盛岡駅から
上米内駅まで、山田線でいくのは
本数が少なくて至難の業ですが、
盛岡駅前から中津川・米内川沿い
に歩くと２時間で行けます。また、
盛岡駅から１時間に１本位あるバ
スなら、桜台団地行に乗って「桜
台団地東口」のバス停から歩いて
15分位で行けます。駅舎にはツバ
メが巣を作り、線路沿いの民家の
柴犬がワンワン吠え、ここに行く
と心が穏やかになります。是非皆
さんも一度、お越しください。
◆西島光茂君…①会員の皆様が、新
型コロナ関連で健康を害されたと
いう情報に接することもなく無事
に例会を再開できました。皆様お
元気で何よりです。 ②国際ロータ
リークラブ：My Rotaryの登録率が
53%になりました。第2520地区平
均の約２倍です。クラブ奉仕委員
会藤村吉隆会員の努力によるもの
です。感謝申し上げます。③本日
から学 校 法人 岩手医科 大学 理 事
長・小川彰先生、大和ハウス工業
岩手支社・支社長三原康展様、に
入会していただきました。ありが
とうございます。④熊谷祐三さん
旭日小綬章をお祝い致します。
◆熊谷祐三君…この度の春の叙勲に
おきまして、旭日小綬章を賜るこ
とになりました。盛岡クラブの方々
にはさっそくにご祝意を頂き有難
うございました。ただ今年は新型
コロナウイルスの関係で天皇陛下
への拝謁並びに伝達式が中止とな
り未まだ勲章が届いておりません。
取消になるのではとちょっと心配
です。今後共ご指導の程よろしく
お願い申し上げます。
◆熊谷隆司君…新型コロナウイルス
問題で盛岡ロータリーの例会も休
会が続いてきましたが、やっと長
いトンネルを抜けることが出来ま
した。西島会長年度も残り１ヶ月、
頑張って参りましょう。

前々回/休会

青少年育成団体支援金贈呈式

※世界的な新型コロナウィルス感染拡大防止のため３月より前週（５月22日）まで例会中止措置が取られ休会といたしました
●本号編集担当／菅原
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