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  「ロータリーは機会の扉を開く」 Rotary Opens Opportunities 

   R I 会 長  ﾎﾙｶﾞｰ・ｸﾅｰｸ （Herzogtum Lauenburg-Mölln RC /ドイツ） 

    第 2 5 2 0 地 区 ガバナー 伊藤 智仁 （花巻南ロータリークラブ） 

    花巻南ロータリークラブ会長 似内 裕司 

 

第 2625 回例会 令和 3 年 4 月 15 日 

Ⅰ．開会点鐘     似内裕司会長 

Ⅱ．ロータリーソング斉唱 

Ⅲ．四つのテスト 

Ⅳ．ゲスト紹介 

Ⅴ．会長の時間    似内裕司会長 

Ⅵ．幹事報告     高橋 誠幹事 

 ・創立 20 周年記念式典並びに講演会のご案内 

〔盛岡滝ノ沢 RC 会長 守屋和彦〕 

 ・アフリカ平和コンサートのご案内 

〔運営委員会代表 インカ・ババロラ〕 

 ・ロータリーの友５月号の目次 

〔ロータリーの友地区代表委員 吉田和洋〕  

  

Ⅷ．委員会報告  

Ⅸ．ニコニコ BOX   ニコニコ BOX 委員会 

Ⅹ．出席報告     出席奨励委員会 

Ⅺ．プログラム 

Ⅶ．慶祝（月初のみ）    親睦委員会 

Ⅻ．閉会点鐘       似内裕司会長 

 

 

【前回確認事項】 

１．配布 

  ●第 2624 回例会会報 

      

２．出席 

  ●4 月 8 日(木) 33 名中 19 名出席 

   出席率 57.5% 前回修正 66.6% 

   メーキャップ 

 なし 

 

 ３．ニコニコ BOX 

 

♦カンパチ粗煮 

♦ 小鉢 うるい酢味噌 

♦ 茶碗蒸し 

♦ ご飯、味噌汁、新香 

♦ デザート 
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4 月８日例会 

高橋照幸君：「コロナ禍で 4 カ月半、自粛させてい

ただきました。その間、親睦委員長を代行いただくな

ど、皆様にご負担をおかけいたし、申し訳ありません。

(10,000 円)」 

下の QR コードをスキャンすると、ロータリーの

友電子版をスマホで 

読むことが出来ます。 

ﾛｸﾞｲﾝ ID：rotary    

パスワード：rotary 



 

事務所／〒025-0075 花巻市花城町１０－２７  花巻商工会議所内  TEL・FAX 0198-41-1133 

例会［木曜日 １２：３０］ホテル花城／花巻市東町９－３０ TEL 0198-22-2333 FAX 22-2336  

  会長の時間 似内裕司会長 

 ・トヨタグループ先端技術都市の話 

        2 月 23 日静岡県トヨタ自動車東日本、 

       東富士工場跡地に Woven City（ウーブン・ 

       シティ）と言うスマートシティーを着工。 

       目的は人の住む環境においての自動車の自

動運転を始めとする AI（人工知能）や通信を活用した実験を

行い、社会の課題の解決に役立つ新たなサービスや製品の開

発に繋げて行く事です。 

 地上には、自動運転車やゼロエミッション車などが高速で走

行する自動車専用道で「e-Palette（イーパレット）」などを走ら

せる。低速で走行するパーソナルモビリティーと歩行者が混在する

道、歩行者専用の道の 3 種類。 

 地下にも物流用の自動運転車走行道を設置する。加えて、

以下のような取り組みも計画しているそうです。 

・建物をカーボンニュートラル（炭素中立）な素材でつくる 

・建物の屋根に太陽光発電パネルを設置する 

・燃料電池などのインフラを全て地下に設置する 

・室内用ロボットの新技術を検証する 

・センサーデータや AI（人工知能）を活用して健康状態の 

 チェックなど生活の質を高める 

・e-Palette を人や物の輸送、移動店舗などに活用する 

・街の中心に公園や広場をつくり、住民同士がつながり合う 

 コミュニティーを形成する 

以上です。 

 
 

  
 

 

 

 
  
  
 本日は東日本大震災のお話しをします。10年前の 3 月
11日 2 時 46分に地震が発生しました。当時、盛岡での会
合が終り、停電により信号機もつかない中、4時間かけて
自宅へ戻り被害状況を確認した後、車の中で暖を取ってお
りましたが、燃料切れにより床に就きました。燃料は常に入
れて置く事が、震災の教訓です。この震災の犠牲者は県全
体で４６7５人でした。当時、民生委員の会長として活動
しておりましたが、その仲間内で 26 人が犠牲になっておりま
す。亡くなられた方々に哀悼の意を表するとともに、この死
を無にすることなく、災害においてはまず、自分の身を守り、
安全を確保したうえで活動する事を心の教訓として参ること
を指導しております。 
 被災されて 10年たち、震災復興住宅や安住を求めて新
築住宅に入っている方もおります。また、それも出来ずに仮
設住宅に入っている方もあり、貧富の差が非常に激しいと
感じます。しかし、被災された方々は本当に心が強いと感じ
ております。被災者との出会い、家族のような温かい心で教
えられ、励まされ、逆に支えられて来ました。そして、沢山の
ありがとうと言う言葉を頂いた。震災がもたらすことは、悪い
ことばかりではない、震災があったからこそ皆さんとの出会い
があった。何気ない日々がいかに大切か。「今生きている事
に感謝して下さい」と言う強い言葉を頂いたことです。東日
本大震災を風化させないために毎年 3.11県内一斉の活
動日として定め、当日は 2時 46分に三陸方面に向かって
黙とうするという事を決めております。 

  

 

 

4 月 5 月 6 月 

母子の健康月間 青少年奉仕月間 ロータリー親睦活動月間 

【会員誕生】 
小田島修司 
【夫人誕生】 
嶋 純恵、澤田陽子、植村純江 
佐々木壽美 
【結婚記念】 
佐々木繁樹、高橋誠、植村和雄 
奥山隆、似内裕司、藤本莞爾 
栗原祐二 

【会員誕生】 
鎌田定悦、菊池忠彦、高橋照幸 
似内裕司 
【夫人誕生】 
藤本浜子、渡辺法子、高橋きよ子 
八森峯子、佐々木クミ子 
【結婚記念】 
川辺助之、高橋溥芳、岩舘正明 
伊藤智仁、嶋 利幸、千葉 功 

【会員誕生】 
小野健太郎 
【夫人誕生】 
阿部俊子 
【結婚記念】 
小野健太郎、阿部豊治 

1 
会員卓話 
伊藤智仁君 

6 
会員卓話 

佐々木繁樹君 
3 

クラブ協議会 
年間活動報告① 

8 
会員卓話 
藤本莞爾君 

13 青少年奉仕委員長 
照井正樹君 10 

クラブ協議会 
年間活動報告② 

15 
会員卓話 
菊池忠彦君 

20 
会員卓話 

小田島順造君 
17 

会長・幹事事業報告 
この一年を振り返って 

22 観桜会 金矢温泉 
27 休会 24 

慰労例会 

夜例会 ホテル花城 29 休会 

第 2624回例会 
2021/4/8       会員卓話 藤本莞爾君 

     ・東日本大震災を 

風化させないために 

本日のゲスト 

吉田栄子様 


