
 

 

 

 

 

第 2987回例会 No.29 

 2016年 2月 23日 

               
 

1. 開会点鐘  

2. ロータリーソング斉唱 

3. 会長の時間 

4. ガバナー補佐スピーチ 上田 穣君 

「第 2分区の上半期を振り返って」 

5. 幹事および委員会報告 

6. 出席報告 

7. ニコニコボックス 

8. 閉会点鐘 

 

 

◆ハイライトよねやま 191号 

（公財）ロータリー米山記念奨学会 

◆台湾南部地震義援金口座開設のお知らせ 

          ガバナー 菅原 裕典 

                

 

 

 

■会長の時間   佐々木 史昭君 

「いわて国体 in はなまき」 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

みなさん、こんばんわ。今日は、ゲストとし

て花巻市生涯学習部国体対策次長藤原哲司様

にお越し頂き「岩手国体における花巻市の対

応」と題してスピーチを頂戴致します。 

みなさまご承知の通り、今年１０月１日から

１１日まで希望郷いわて国体が、１０月２２日

から２４日まで全国障害者スポーツ大会いわ

て大会が開催されます。冬期大会はすでに１月

末にスケート・アイスホッケー競技が行われ、

今週末にはスキー大会が八幡平市の安比高原

スキー場や田山スキー場で開催されます。 

花巻市では石鳥谷のアイスアリーナでアイ

スホッケー競技が開催されましたし、１０月に

は１０種目が花巻市内各所で開催されます。花

巻市総合体育館においては、前半は少年バレー

ボール、後半は全年代のハンドボール、花巻球

場では高校硬式野球、スポーツキャンプ村では

成年男子サッカー、石鳥谷ふれあい運動公園で

は成年と少女のソフトボール、田瀬湖ではボー

ト、花巻市クレー射撃場ではクレー射撃、日居

城の陸上競技場ではゲートボール、その他綱引

きやリレーション３と呼ばれる３人制ゲート

ボールが行われます。 

障害者スポーツ大会においても、花巻市総合

体育館でバレーボール、石鳥谷ふれあい運動公

園でソフトボールとフットベースボールが行

われ、国体、障害者スポーツ大会とも、盛岡に

次いで花巻が２番目に開催競技数が多い市と

なっております。私も地元で会社経営する者と

していわて国体に協力して大会を盛り上げて

いきたいという気持ちは大いにありますが、実

際のところ会社として、個人として、あるいは

会社の社員をどう関わらせるか、ロータリーク

ラブとして、など、それぞれどういう立ち位置

で協力していけばよいのかあまりイメージ出

来ておらず、今日のお話をお聴きして具体的に

考える機会になればありがたいと考えており

ます。 
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◆例会プログラム 

目に見える地域貢献をしよう！ 

◆幹事報告 

 

◆第 2986（2/16）例会の概要 

～ 菊の会合同 夜例会 ～ 

 

いよいよ、冬季岩手

国体も始まり、秋の

本大会に向けて、

岩手で 2 番目に開

催競技の多い花巻

市の企業として何

が出来るのか、学

ぶ機会として楽しみ

にしています。 
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岩手県のホームページで企業協賛のページ

を見てみますと、国体パートナーは１０００万

円以上、オフィシャルスポンサーは５００万円

以上、オフィシャルサポーターは１００万円以

上、大会支援企業は１０万円以上となっていて、

花巻の企業では、イーエヌ大塚製薬さんの親会

社大塚製薬さんが国体パートナー、伊藤組さん、

小田島さん、岩手雪運さん、宮澤商店さん、和

同産業さん、サンポットさん、がオフィシャル

サポーター、アイオー精密さん、大久保建設さ

ん、花巻温泉さん、たかしん興業さん、デンロ

コーポレーションさん、銀河フーズさんが大会

支援企業などとなっているようですが、当社も

可能な範囲での協力の仕方を考えていかなけ

ればならないと思います。 

本日のゲストである藤原哲司さまは、花巻市

の国体担当次長として実務を管轄されている

方ですので、具体的相談に乗って頂けるのでは

ないかと期待しているところです。 

 

さて、この夜例会に先立ち、菊の会と花巻Ｒ

Ｃの合同正副会長会議を開催致しました。 

議題は６月７日火曜日の第３０００回例会

そして菊の会４０周年記念式典を、どのような

形で催したらよいか、ということでした。 

菊の会からお話しを伺いますと、菊の会の現

役会員の他に今も元気なＯＧさんをご招待し

て、例えば中辻慶子さんなど、菊の会の歴史を

よく知る方から楽しいお話しを聴く機会にし

たいというご意見が多いようでしたが、プログ

ラムを菊の会のお一人にお願いしたのでは

少々荷が重いと思いますので、例えばですが、

中辻慶子さん、高橋洋子さん、浅沼葉子さん、

三田望さんの４名をパネリストに、上田穣さん

にコーディネートをお願いしたパネルディス

カッションなど、少々工夫を凝らしながらも菊

の会の活動を振り返るプログラムがよいので

はないかと考えております。 

 

また毎年連休明けに平塚ＲＣクラブから花

巻ＲＣをご訪問頂いておりますが、３０００回

例会に合わせてお越し頂くようお願いして快

諾頂いておりますし、この時期に２５２０地区

青少年短期オクラホマ留学生の受入を岩手県

南地区行っているそうで、花巻ＲＣ３０００回

記念例会に参加させていただけないかと非公

式の打診を受けており、可能であれば受け入れ

たいものだと思いますので、外部ゲストも多い

賑やかな記念例会になりそうです。 

それらをうまくプログラムに盛り込んで３

月の理事会に事業計画のたたき台を示し、協議

を開始していきたいと思います。 

 

最後に、花巻国際交流協会からのお願いです

が、花巻ＲＣでも支援した石崎青空さんの後任

でこの８月からホットスプリングスで日本語

を教える教師を正式に応募開始したこと、４月

以降協会事務局体制を増強したいので事務職

員若干名の応募を予定していること、をアナウ

ンスさせていただき、ロータリークラブ会員の

みなさまからお声がけを頂ければ幸いです。 

協会ＨＰに応募要領等をアップしておりま

すので、ご確認頂き、みなさまの周りで適性の

ある方がおられましたらご紹介頂きたく、何卒

宜しくお願い申し上げます。 

それでは、早速、藤田哲司さんから「いわて

国体における花巻市の対応」と題して、スピー

チを頂戴致しましょう。宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

ゲスト講師の花巻市

国体担当次長藤田

哲司氏を紹介する 

小山田 泰彦君 

◆ゲストスピーチ（国際奉仕委員会担当） 
「いわて国体へ向けた花巻市の取り組みとお願い」 
花巻市生涯学習部国体担当次長 /藤田哲司氏 

  

 （クラブ、職業、社会、国際、青少年奉
仕各委員会） 
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第 71回国体が正式名称ですが、希望郷岩手い

わて国体という愛称でやっている国体です。 

 ご存知の通り、既に冬季国体は始まっており、アイ

スホッケーは無事競技を終えました。盛岡市アイスリ

ンクと石鳥谷アイスアリーナで半分ずつ行われ、ホ

テル花巻に19チームが宿泊しました。負ければ帰る

訳ですが、優勝に絡んだチームもありましたので花

巻温泉も賑わったのではないでしょうか。 

 20日からスキー競技が始まりますが、合併によって

安比も田山も八幡平市になり、八幡平市で大回転

もジャンプも複合も行われることになります。 

 2月14日に国体デモンストレーション競技として強

風吹雪の夏油高原スキー場行われたスノーシュー

ハイキングには50人の方が参加しました。 

 今回の花巻の冬季大会はボランティアではなく、

スポーツ推進委員協議会にお願いして運営しました。

市内の小中学校１０校にも各県応援をお願いし、八

重幡小学校の３年生には絵付けリンゴを育てて、鹿

児島、沖縄のチームに渡してもらい、鹿児島チーム

からは感動したとのお礼状が届きました。 

 花北青雲高校の野球部には慣れない氷の上で頑

張ってもらいました。 

 ここで国体アイスホッケーの準備と本番記録DVD

「プロフェッショナル 冬季大会の流儀」を観て頂きま

すが、一部運営者が眠そうな顔をしています。が、朝

5時から夜の8時まで4日間頑張っていましたので、

大目にみてあげて下さい。 

 石鳥谷のアイスリンクが酷評を受け、製氷機・得点

盤等をリニューアルしたこと、視察で国体準備の大

変さを知ったこと、寒空の下頑張った案内係、志戸

平温泉から運んだ足湯やご婦人方の作ったひっつ

みで身も心も温まったおもてなし・・・大会終了後の

スタッフの喜びはひとしおでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国体は正式競技の総合得点で競う天皇杯と本大

会の女性の得点で競う皇后杯がありますが、花巻で

実施される正式競技は6競技。（中略、それぞれの

開催場所や競技種類・地元選手を資料に沿ってご

紹介頂きました。バレーボールは人気競技。特別競

技の高校野球は夏の甲子園のベスト８＋４校参加。

リレーションとは3人制のゲートボールだそうです。） 

岩手県は震災から日が浅く、強化が十分出来なか

ったので優勝ではなく一桁台を目指しています。 

 選手の移動は宿舎のバスや市内のバスを動員し

ても足りないのでタクシー等の活用も考えており、ご

協力をお願いしたいと思っています。 

 ボランティアは800人の目標に対し、まだ400人弱

程度。お弁当配りや水やりなど、1日だけのスポット

でも構わないので登録をお願いしたい。一番良いの

はボランティアとして参画して頂くことですが、この先

50年花巻に来ることはない国体の期間に会場に足

を運んで頂くことも大事な参画です。  

企業でボランティア協力を頂ける場合は、総務や

労務の方がこの日とこの日に何人と言うように取りま

とめて頂けてありがたいので、何卒お願い致します。 
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●慶祝お祝い 

 

 

会費をお支払

い頂いてご講演

賜った藤田様に

佐々木会長から

感謝の気持ちと

してお土産をお

渡ししました。 

会員誕生祝、1年在籍表彰： 橋川秀治君 

夫人誕生祝： 橋川史子さん 

 

花巻市、国体担当

の藤田と呼んで下

さい。 

募集中のボランテ

ィアには経験も資

格も不要です。 

５０年に一度の大

会を会場でご観戦

頂くだけでも有難

いです。 

そばっちは脳み

そが飛び出して

るみたい…との

苦言もあります

(泣) 

花巻はﾌﾗﾜｰﾛｰ

ﾙちゃんを大会ﾒ

ｲﾝｷｬﾗｸﾀｰとして

います。安心して

下さい！（爆） 

 

大会会期

花巻市実施競技 種目 花巻市開催日

サッカー【成年男子】 10/3?10/4
ボート【全種別】 10/6?10/9
バレーボール【少年男女】 10/2?10/5
ハンドボール【全種別】 10/6?10/10
ソフトボール【成年男女・少年女子】 10/2?10/4
クレー射撃【全種別】 10/8?10/10

特別競技 高等学校野球【硬式】 10/2?10/3

綱引 9/3?9/4
ゲートボール 9/17?9/18

デモンストレー
ションスポーツ

平成28年10月1日（土）から10月11日（火）　［11日間］

正式競技

公開競技

リレーション３  



 

 

３３人中１3人の出席 

出席率  46.4％        前回修正 50.0％ 

メイクアップ     なし 

 
 

 

次回例会時に発表 

 

 

 

藤田様を迎えた懇親会はカルパッチョ、エビチリ、

サラダ等各種料理が並び、稲田君の乾杯で開始。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月２３日（火）  

※ガバナー補佐スピーチ／上田穣君 

「RI2520地区第２分区上半期を振り返って」 

 

 
３月 １日（火）  

※慶祝該当者スピーチ／担当 幹事澤田常夫君  

・会員誕生祝：高橋豊君、阿部一郎君、澤田常夫 

下坂和臣君、高橋典克君、小原紀彰君 

伊藤隆規君、鹿討康弘君 

・夫人誕生祝：佐々木啓子さん、浅沼葉子さん、 

下坂琴音さん、小山田智美さん 

・結婚記念 ：鹿討康弘君・つぐみさん、戸来昭浩君 

・修子さん、笹木賢治君・修子さん、伊藤隆規君 

・和子さん、下坂和臣君・琴音さん 

・在籍表彰 ：なし 

※ゲストスピーチ／（調整中） 

 

３月 8日（火） 

※「花巻ロータリーカップ小学生バレーボール大会 

（3/12～13）について」／担当 笹木賢治大委員長 

ゲスト 花巻バレーボール協会理事長 川村 篤 様 

 

３月１５日（火） 

※ｸﾗﾌﾞ協議会「次年度各委員会選出」／ 

担当 会長エレクト吉田和洋君 

花巻ＲＣ奨学生卒業報告／花巻ＲＣ奨学生委員会 

ｹﾞｽﾄ 花巻北高校長 在原 眞様、3年 赤沼 玲奈さん 
 

３月２２日(火） 会員卓話／担当 飯塚 正晴君 

３月２９日（火） 年間プログラムにより 休会 

 
～お知らせ～ 

 

２月２８日（日）１３時～１９時  

インターシティミーティング（ＩＭ） 

＠水沢グランドホテル／担当クラブ水沢東 RC･幹事 

 

３月 ５日（土） １８時～２０時  

ロータリー財団学友会＠ホテルグランシェール花巻 

 

３月１２日（土）～１３日（日） 

第３０回花巻ロータリーカップバレーボール大会 

＠花巻総合体育館 

 

３月２５日（金） 地区大会親睦ゴルフコンペ 

＠仙台ＣＣ名取コース 

２６日（土） 地区大会会長幹事会、地区特別セミナー 

ＲＩ会長代理歓迎晩餐会 

２７日（日） 第２５２０地区大会＠仙台国際センター 

／往復３ＲＣ合同バスで参ります 

◆ニコニコボックス 

◆第 2986 回 夜例会懇親会の様子 

◆次回のプログラム 

◆事務局 〒025-0075  花巻市花城町 10-27花巻商工会議所内  

花巻ロータリークラブ TEL /FAX : 0198-41-1133 

Mail : hrc@hanamaki-cci.or.jp  

URL  http//www.hanamaki-rc.com  記事担当/橋川 

 

  

 

◆出席報告 

◆今後のプログラム案内 

 

 

 

 

 

 

 

楽しい夜例会の時間

はあっという間に過

ぎ、上田ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐

の三本締めで終わる

かと思いきや・・・、絶

妙の連携で最後にま

たひと盛り上がり！ 

 

親睦をもとにする RC

例会で大いに笑うと、

日頃の疲れも吹き飛

びますネ♪ 

 

夜例会を華

やかに彩っ

て下さった

菊の会の皆

さま♪ 

 

国体が近づいてい

る実感がわき、何か

貢献したいと思いま

した。３０００回例会、

菊の会４０周年とこ

れから益々ｱｸﾃｨﾌﾞ

に行きましょう♪ 

 

mailto:hrc@hanamaki-cci.or.jp

