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目に見える地域貢献をしよう！
2016 年 4 月 26 日

◆例会プログラム
※みちのくコカコーラ 新工場視察
（10 時 30 分現地集合、11 時 45 分現地解散）
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

開会点鐘
ロータリーソング斉唱
会長の時間
ゲストスピーチ/職業奉仕委員長佐藤健一郎君
みちのくコカコーラ製造部長 藤田友博氏
幹事および委員会報告
出席報告
ニコニコボックス
閉会点鐘

◆幹事報告

※凛々しい稲田宮司の装束姿はご祈祷に集中して
もらうべく撮影を控えましたが、後で聞くと RC の皆様
との会は撮影 OK と・・・(>_<)。 次回、是非♪

■会長の時間

佐々木

史昭君

「熊本地震」

・平成２８年度入学式について（お礼）
岩手県立花巻南高等学校 校長 遠藤可南子
・２０１６年 地区研修・協議会の御礼
国際ロータリー 第 2520 地区
ガバナーエレクト 濱守豊秋
・平成 28 年 熊本地震に対する義援金のお願い
国際ロータリー第２５２０地区
ガバナー 菅原裕典
・花巻市防犯協会平成２８年度通常総会の開催
について(ご案内)
花巻市防犯協会会長 花巻市長 上田東一
・６/１８（土）創立５０周年記念式典のご案内
塩釜東ロータリークラブ 会長 海老 達也

みなさん、こんばんは。
先週、４月１４日木曜日午後９時２６分にマグニ
チュード６．５、最大震度７という極めて強い揺れが
熊本県を襲いました。
その後も震度６を超える地震が続き、４月１６日
土曜日午前１時２５分にはマグニチュード７．３、最

◆第 2994（4/19）夜例会の概要

大震度６強という本震が起き、その規模は阪神淡路

観桜会＠鳥谷ヶ崎神社（菊の会合同）

大震災クラスであり、東日本大震災から５年経過し

■

歳祝い ／担当 阿部一郎 親睦委員長

☆年祝い対象者：
(米寿)高橋 健君（欠席）
(古稀)堀合康亮君、髙橋 豊君、佐藤健一郎君
(本厄)前田 毅君（欠席）

て改めて歴史に残る大災害となりました。
余震もまだ続いておりますが、発災から５日経過し
て死者は４７名、建物倒壊も３３００戸を超え、避難
されている方も一時は２０万人に上り、自車に避難
されている方も含めればまだかなりの人数で、被災
地はまるで５年前の東日本大震災を思い起こさせる
状況であり、一日も早く余震が落ち着き被災地に安
泰な日々が戻ることを願うばかりです。
早速ですが、本日は義援金箱を用意させて頂き
ました。丁度本日、２５２０地区ガバナー事務所より

クラブ宛に熊本地震への義援金支援の依頼が届き、 出席できないということと、菊の会のパネリスト候補
２５２０地区を通じて被災地区２７２０地区（熊本・

の方の出席がまだ決まっていないということで、詳細

大分両県）へお届け致したいと存じます。

はこれから詰めていかなければいけません。

みなさまにはぜひ義援金のご協力を頂きまして、
一旦ニコニコボックス収入に計上し、そのままニコニ

実は私、明日からブラジルを訪問する予定にして

コボックス支出として義援金支出させて頂きたいと

います。ロータリークラブの長期青少年交換プログ

思います。通常単価以上にご協力頂きますれば、ニ

ラムで約 14 年前に来花されたルシアナ・ミネイという

コニコボックス収入、支出とも増えますし、５月の理

当時高校生を覚えていらっしゃるでしょうか。

事会で金額を確認し、クラブとしての義援金額を決
定したいと考えます。
ニコニコボックスのコメントもご記入頂き、投函頂

谷村繁さん宅と、阿部内科さん宅と、我が家に約
4 ヶ月ずつホームステイし、当時我が家の小学生の
娘２名と大変なついていて、一緒に旅行したり、スキ

いたものは通常通り会報に記載させて頂きます。み

ーに行ったりして、その後もフェイスブック等で連絡

なさまご協力のほど、宜しくお願い申し上げます。

取り合っておりましたが、今週土曜日 4 月 23 日にサ
ンパウロから内陸に 120ｋｍほど入ったインダイアチ

本日は、まさに桜が満開、見頃を迎えていて、稲

ューバという街に住み、そちらで結婚式をあげられる

田さんには鳥谷ヶ崎神社さんを観桜会会場として借

そうで、結婚披露パーティへの招待状を頂戴し、さ

用させて頂きましたこと、クラブを代表して御礼申し

すがに家族は誰も出席不可でしたので私一人参加

上げたいと思います。

させて頂くことに致しました。私と妻の結婚記念日も

お借りしたときよりも綺麗にしてお返ししたいと存じ
ますので、みなさまには終了後の後片付けのご協力
を宜しくお願い申し上げます。

全く同じ 4 月 23 日であったという偶然にも背中を押
されました。
現地はデモも多発し、ルセフ大統領の弾劾裁判

例会に先立ちまして、米寿を迎えられました高橋

が進行中で政治的にも不安定ですが、リオデジャネ

健先生、古稀を迎えられました堀合康亮君、佐藤健

イロオリンピック 3 ヶ月前で治安対策には国を挙げて

一郎君、髙橋豊君、本厄を迎えられました前田毅君

取り組むだろうことに期待し、また現地の状況につい

の歳祝い式を無事執り行い、厄を払い、幸多からん

て相談した南米新日鉄住金の社長が、前職釜石製

ことをご祈願申し上げました。

鐵所の総務部長であり、昭和６１年の新日鉄入社

残念ながら、高橋健先生と前田毅君は本日出席

で私は同年の住友金属入社で合併後は同期扱い

が叶いませんでしたが、古希を迎えられたお３方に

となり、懇意にさせて頂いていたご縁もあり、今回大

はご参加頂き、これからも益々ご健康でご活躍頂け

変お世話を頂き、訪問することにした次第です。

ますことを大いにご期待申し上げます。

実の妹がＮＹ岩手県人会で幹事をしており、海
外の岩手県人会同士の繋がりからサンパウロ岩手

本日は、会員 33 名中 20 名、菊の会会員は 13

県人会を紹介して貰い表敬訪問することにも致しま

名、事務局員 2 名の合計 35 名にご参加頂きました。 した。人生最初で最後のブラジル訪問になると思い
いよいよ 6 月 7 日には 3000 回例会が開催されます

ますが、安全第一で楽しんで参りたいと思います。

が、ほぼ本日ご参加頂いたみなさまをベースにして
菊の会のＯＧの方と、平塚ロータリークラブの約 10

本日は、乾杯用にスパークリング

名の方にご参加頂いて、50 名弱で佳松園での移

ＳＡＫＥというものを特別に用意致し

動例会を予定しております。

ました。先日南部美人を訪問して

内容については、ロータリー財団プログラムでア

ベンのホットスプリングスの酒ビジネ

メリカ西海岸ワシントン州で音楽を学んだ花巻在住

スプランについて話し合ったとき、

の音楽家佐藤司美子さんに音楽を数曲奏でて頂く

久慈社長がアメリカにおける酒販売

こと、菊の会の 40 年を振り返ってのディカッションを

の秘密兵器とおっしゃっていたもので

行うことにて４月度理事会で協議致しましたが、パネ

南部美人さんが某医療機器メーカ

リストの一人として期待していた三田望さんが当日

ーと組んで逆浸透濾過膜法？を

ｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞ SAKE
度数 16～17％

1944 円（税込）

利用し、地酒に炭酸を添加しスパークリング酒とした
ものです。まだ二戸本店のみでの限定販売で、試
飲させて頂きましたところ、まるでシャンパンのように
美味しかったので、後日改めて訪問、購入し、本日
お持ちしたところです。
5 月 10 日の例会には、ベンにゲストでお越し頂き、
ビジネスプランをご披露頂きますし、その日の夜は有
志によるベンを励ます会を企画しております。みなさ
まにはメールでご案内させて頂いた通りですが、ぜ
ひベンに激励の声をかけて頂きますよう宜しくお願い
申し上げます。

タイマー騒動で笑顔の観桜会記念撮影
平成２８年４月１９日 鳥谷崎神社社務所

◆出席報告

それでは早速、観桜会を楽しみたいと思います。
みなさま、宜しくお願い申し上げます。

◆観桜会の様子

33 人中 19 人の出席
出席率
67.9％
前回修正 67.9％
【メ－キャップ】
4/17（日） 地区研修・協議会
吉田和洋君、谷村

繁君、橋川秀治君

◆ニコニコボックス

同じ古稀でも他の 2
人とは違って私は早
生まれで髪の色も違
う(笑)負けずに頑張
ります。

神社だけに紙
ということ？
（笑）

このロータリーの
ロゴマークは私
が会長時代のも
の。紙で出来て
ます（笑）

◆堀合 康亮君
古希の御祝、ありがとうございます。地震には本当に
心を痛めております。これ以上拡大しないように祈っ
ております。
◆鹿討 康弘君
申し訳ありません。早退します。明日から東京ビック
サ イ ト で 3 日 間 の 展 示 会 、 MEDTEC( メ デ ィ テ ッ
ク)JAPAN2016 に岩手県ブースの一社として出店
致します。赤藤さんのお弁当は新幹線の中でゆっくり
頂きます。
◆阿部 一郎君
本日は鳥谷ヶ崎神社様の御厚意で開催頂き、あり
がとうございます。古希 3 名の方々おめでとうござい
ます。
◆稲田 典之君
鳥谷崎神社での観桜会ありがとうございました。
◆佐々木 史昭君
熊本地震で被災されました方々に心よりのお見舞い
を申し上げます。みなさまから義援金の支援を頂き、
ありがとうございます。
◆立花 徳久君
良き日に観桜会を開く事が出来て良かったと思って
おります。熊本の震災には心から御見舞い申し上げ
ます。
◆高橋 豊君
今日は鳥谷崎神社に於て古稀の祝をして頂きまし
た。熊本地震の被災地のことを思うと複雑なものが
ありますが、健康と安全のあり難さ・大切さを感じます。
ありがとうございます。

◆佐藤 良介君
古稀を迎えられた３名の皆様おめでとうございます。
今後ますますのご健勝とご活躍をお祈り申し上げま
す。熊本地震の被災地の皆様に心から御見舞い申
し上げますとともに、一日も早い復旧・復興をお祈り
します。
◆吉田 和洋君
昨日の花巻中 PTA 総会におきまして動議もなく PTA
会長に就任しました。秋の７０周年に向け頑張りなが
ら楽しみたいと思います。数年前に訪れた熊本城の
被災した姿を見てびっくりしました。これ以上被害が
拡大しない事を祈り、お見舞い申し上げます。古稀を
迎えられた皆様の更なるご活躍をご祈念致します。
◆伊藤 隆規君
鳥谷ヶ崎神社での観桜会、満開でインパクトがありま
した。古稀の祝、神事もヒットでありました。熊本支援
も併せてのボックスです。
◆滝田 吉郎・笹木 賢治君
震災を経験した者として熊本・大分の大地震の被災
者の皆様に寄り添い、復興の日が一日も早く訪れま
すよう衷心よりお祈り申し上げます。
◆橋川 秀治君
熊本・大分の被災された皆様に平和な日常が早く
戻りますことを祈っております。先週末、リアスホール
での地区研修協議会では大いに刺激を受けて参り
ました。また、今朝ほどは佐藤良介さんと花巻北高
校の下町校長先生に校内を巡りながら北高と花巻
の歴史をご紹介頂く素敵なひとときを過ごしました。
◆谷村 繁君（Web 非公開）

金支援にご賛同いただき、ありがとうございました。

◆第 2994 回

例会のメニュー

赤藤謹製 お花見弁当
◆次回のプログラム
５月 ３日（火）年間プログラムにより 休会
５月 10 日（火）慶祝該当者スピーチ/担当 澤田幹事
5 月度 会員誕生祝：会員誕生祝：吉田和洋君、
佐々木史昭
夫人誕生祝：戸来修子さん（昭浩）、三田香子さん（望）
結婚記念 ：佐藤良介・敦子さん、谷村繁・るり子さん
三田 望・香子さん、 澤田常夫・香子さん、
滝田吉郎・和子さん、鳥畑昭裕・千佳子さん、
稲田典之・久美さん、立花徳久・真紀子さん、
阿部一郎・秀子さん
在籍表彰 ：なし
★ゲストスピーチ
ベン・ベル
「ﾎｯﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｽにおける酒造りの挑戦（仮題）
」

◆今後のプログラム案内
◆上田 穣君
私の会長年度の最初の例会をここ鳥谷崎神社で行
ったことを思い出しました。その節にも大変お世話に
なりましたが、本日も何かとお世話になり、稲田さん
に感謝です。
◆戸来 昭浩君
熊本県そして大分県の皆様、心よりお見舞い申し上
げます。早期復旧・復興をお祈りいたします。岩手花
巻より応援しております。
◆佐藤 健一郎君
古来稀な年、七十になりました。現代は長寿社会で
七十は当たり前、年寄り社会で病気と隣り合わせの
最近ですが、この節に皆んなに健康のありがたさを
感謝申し上げます。
熊本の皆様にお見舞い申し上げます。
◆澤田 常夫君
年祝、古稀の皆さん、おめでとうございます。そして
時宜を得た観桜会、楽しいおいしいお酒を頂きました。
ありがとうございます。
※ニコニコボックスの熊本地震への 2520 地区義援

５月１７日（火）ゲストスピーチ「ネクタイを締めた百姓一
揆」映画監督 河野和雄氏 ／担当戸来昭浩会計
５月２４日（火）花巻ＲＣ奨学金交付式
／担当 橋川 秀治

花巻ＲＣ青少年委員長

ゲスト 花巻北高 校長先生 下町 壽男様、
１年生、２年生、３年生（各１名）
～お知らせ～
５月 ７日（土）盛岡西ＲＣ50 周年
14：00～記念式典、祝賀会＠ホテル東日本３Ｆ
／吉田会長エレクト、上田ガバナー補佐２名参加
５月１４日（土）宮古東ＲＣ50 周年 10：00～記念講演、
12：00～記念式典、 14：00～祝賀会 ／佐々木
会長、澤田幹事、吉田エレクト、鹿討副幹事４名参加
◆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

