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■本日のゲスト       JA いわて花巻 様 

2021-22 年度 

会長：橋川秀治 

幹事：藤原喜子 
会長 E：藤田勝敏 

花巻 RC ホームページ 

■第 3236 回例会 【会長の時間】メッセージ要旨           代読：藤原幹事 
第 2 回目の会長の時間は、取締役会のためにメッセージを藤原幹事に代読して頂く 

形になってしまいますことをお許し下さい。(副会長もご欠席) 

さて、毎日雨模様が続きますが、鈴木俊一ガバナーより 7 月 31 日までとして 

「静岡県・神奈川県土砂災害への義援金のお願い」が届いています。 

メンバー1 人当たり 1,000 円程度を支援としてお願いしたく思います。 

待望の旅するピアノも完成し、いよいよ文化会館で 17 日(土)10 時に除幕式です。 

ピアノ教室に通う生徒さん 2 名による演奏を予定していますが。当初案より 

ピアノの設置場所を少し変えて演奏ＯＫとなったようです。あきらめない心、信念の勝利でした。 

私は「旅するピアノ事業」を進め、「花巻を訪れる人に芸術と音楽を楽しんでもらおう」という当クラブ

の温かな心が大好きです。このように明るく、楽しく、前向きに地域のことを考え、勇気をもって果敢に行

う皆様を誇りに思います。 

ぬくまる食堂に関しても「心ぬくまる善意の CD、売上を金ぬくまる食堂食料支援へ」と岩手日報、 

岩手日日で土日に報道されました。様々な形でぬくまる食堂運営資金強化の取り組みを頂いていることに当

実行員会の委員長として感謝の気持でいっぱいです。CD でも支援の輪が広がって欲しいと思います。 

休止中のぬくまる食堂ですが、どこかで一度開催をと考え、夏休みの思い出作りとしてサッカー教室の方

向で検討中であり、市内飲食店支援も兼ねてお弁当を配布する方向での開催を考えています。お骨折りを頂

いている滝田委員長、すみませんが、引き続きどうぞ宜しくお願い申し上げます。 

今年度は当クラブから佐々木史昭君がガバナー補佐という大役を務められており、7/14 の花巻３ＲＣ

会長・幹事会、10/1(金)ガバナー補佐杯ゴルフコンペの案内と素晴らしいスタートダッシュを切られていま

す。私もゴルフは下手ながら久々に参加しようと思います。参加で佐々木ガバナー補佐を応援したいので、

あまり普段はやらないという皆様も一緒にご参加頂ければ幸いです。 

今日はクラブ協議会、各委員会委員長抱負発表です。 

そして、2019 年に工場見学をさせて頂いたアールペイザンワイナリーの高橋和也氏をゲストに迎え、

スピーチして頂きます。2020 年の品評会で銀賞を獲得したクラフトシードル。花巻が誇れる逸品になると

期待して皆さんで応援したいと思います。高橋様、宜しくお願い申し上げます。 

 

1,開会点鐘 
2,ロータリーソング 
3,四つのテスト 
4,ゲスト・ビジター紹介 
5,本日のプログラム/メニュー 
6,食 事 
7,会⾧の時間 
8,(1)クラブ協議会 
  ・委員⾧抱負 

 ・事業報告・決算 
･事業計画・予算 

(2)ぬくまる食堂寄附品贈呈式  
JA いわて花巻様 

9,委員会報告等 
10,幹事報告 
11,出席報告 
12,ニコニコボックス 
13,連絡事項 
14,閉会点鐘 

■今後の予定      8 月 3 日(火)３RC 合同 鈴木 G 公式訪問例会 

7 月 21 日(水) ぬくまる食堂 『フードパントリー』 (花巻市総合福祉センター) 
7 月 27 日(火) クラブ協議会 『佐々木史昭ガバナー補佐公式訪問』 

※11:30~ 佐々木 G 補佐へ事業報告会 

 

■7 月 20 日 第 3237 回例会 
2021-22花巻ロータリークラブ会報 

“Rotary Own The Community”  

■出席報告：出席委員会 33 名中 17 名 出席規定免除者 7 名 出席率 60.7％ 前回修正 67.8％ 
■メーキャップ：追記 7/4(日) 伊藤ガバナー・G 補佐慰労会【紅葉館】佐々木史昭君、(再掲)阿部一郎君・吉田和洋君 

■本日のプログラム  例会進行:会場監督 

クラブ協議会 他 

■第 3236 回 例会概要  
(1)ゲストスピーチ ： アールペイザンワイナリー 高橋和也様     

『アールペイザンワイナリーの取組について』その後・・・ 

2019 年のオープンから 2 シーズン目を迎えた昨年は、ブドウの初収穫を行えました。収穫量

は、マスカットベリーA、ゲビュルツトラミネールの 2 種合計 800k、混醸のロゼ・スパークリン

グワインを約 480 本仕込んでいます。今年はメルロ、シャルドネを含めた合計 4 種、約 2.5t の収

穫を見込み、来シーズンにかけて 2000 本のワインをリリース予定です。 

■幹事報告     
・小冊子送付ご案内          ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所様 
・市民憲章運動推進第 55 回全国大会(石垣大会)の開催   
 について(ご案内) 

花巻市市民憲章推進協議会会⾧三田望様 
・ハイライトよねやま Vol.256   (公財)米山記念奨学会様 
・21-22 年度青少年交換⾧期・短期交換 PG 中止の 

お知らせ                          ｶﾞﾊﾞﾅｰ鈴木俊一様 
・21-22 年度活動計画書          北上西 RC 様 
・鈴木ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問例会のご案内  

花巻南 RC 会⾧照井敬孝様 
・第 19 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様 
・花巻北 RC 杯第 35 回少年野球大会開催について 

花巻北 RC 会⾧谷地玄光様 

7/13 のメニュー 

『麻婆豆腐丼』でした 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後さらに敷地を造成し来春には追加で 350 本のブドウの苗木「プティマンサン」を植樹予定です。 

以前ご紹介したシードル『ポム・シュクレ 2019』が、第 4 回フジ・シードル 

チャレンジ 2020 にてシルバー(銀賞)に選ばれました。 

今シーズンはメルシャン(株)様と業務提携し、同社ワイン営業企画グループ 

日本ワイナリー協会参与、エノログ(ワイン醸造技術管理士)、数々のワインコンクールで 

審査員を務める藤野勝久氏を講師として招き、直接醸造技術指導を受ける予定です。 

アールペイザンワイナリーでは利用者と共に畑に立ち、より良いワイン造りを目指して 

日々成長を続けています。 

アールペイザンワイナリーを運営する社会福祉法人悠和会は 2021 年 6 月 11 日より 

クラフトドリンクの為の CF（クラウドファンディング）プラットフォーム『ふぁんドリ』 

で、耕作放棄地で栽培したリンゴで作ったシードルを提供するクラウドファンディング 

プロジェクトを開始いたします。私たちアールペイザンワイナリーは 2019 年に花巻市に誕生したワイナリーです。

私たちのワイナリーを多くの皆様に知っていただくこと、地域課題解決を目的にクラウドファンディングに挑戦い

たします。ご支援の程宜しくお願い致します。 

アール・ペイザン=フランス語で Art(芸術)Paysan(農民)農作業自体がものを生み出すという意味です。 

 
【滝田吉郎君】おもしろかったホームランダービ
ー、オリンピックより熱気が高い大谷翔平フィー
バー。メジャーリーグオールスター出場日本選手
は大谷翔平と菊池雄星二人の花巻東ＯＢ。がんば
れ花巻東。つかめ甲子園 

【稲田典之君】山梨にいる息子が本日、ゴルフデビ
ューしたようです。親子でのプレーが夢でした
が、近い将来実現しそうです。ニコニコ 

【佐々木史昭君】地蔵堂さんの入会並びに初の正会
員としての例会参加を心よりお慶び申し上げま
す。明日の花巻北ロータリークラブを皮切りに、
ガバナー補佐訪問のお役目が始まります。ロータ
リー活動がフレッシュに、楽しくなるように、微
力ながら頑張りたいと思います。 

【立花徳久君】土曜日に 1年ぶりにコンサートに
行ってきました。やはり生の平原綾香さんの声
は最高でした。藤原さん会長代理見事でした。 

【阿部一郎君】アールペイザンワイナリー高橋
様、本日は例会参加ありがとうございます。
様々な取り組み、参考になりました。一昨年お
じゃまし、夜例会でシードルを楽しませて頂き
ました。今後増々の活躍を祈念します。地蔵堂
君、新入会員として今後の活躍を期待しており
ます。出席宜しくお願い致します。 

【藤田勝敏君】本日は岩手県高圧ガス保安協会花
巻支部（支部長藤田勝敏）の令和 3年度防災訓
練が花巻市消防本部消防長様、花巻警察署長様
をはじめ多数の来賓をお迎えし、花巻空港旧タ
ーミナルビル駐車場で開催され、私が開催者兼
実施責任者に付、本日の例会を欠席させて頂き
ます。藤原幹事、宜しくお願いいたします。 

 

(3)入会認証式   
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新花巻駅西口店店長    
 

 

 

 

 

 

推薦者：佐々木史昭君 

  

 

 

高橋和也様 

(2)クラブ協議会    各委員長抱負   
稲田出席・米山奨学会委員長 

出席・メーキャップの奨励と米山への理解を深め寄附 
奨励にも努めていきます。 

市村親睦委員長 
タイガースグッツを多用し、親睦活動を盛り上げたい
と思います。 

藤村ボックス委員長 
元気に、年間 100 万円目標です。ご自分の思いを 
用紙にしたためボックス(募金)をお願いします。 

・吉田 C 会報・青少年奉仕委員長：会報年 45 回発行を 
次の担当の方がやりやすいように、少しずつ形を変え 
ながら制作していきます。 

鹿討会場監督・PG 委員長 
PG を補填する形でゲストをお呼びしていきます。 
会場監督業は間違いのないようにご意見を聞きながら 
進めて参ります。 

滝田社会奉仕委員長 
平塚 RC との縁を大事にできるように進めて参りま 
す。橋川会長特命のサッカー教室については 8 月 4 日 
市民体育館で夕方からで進めております。 

高橋(豊)会員選考委員長：増強委員会に頑張っていただ 
き、書類での審査ですので、新会員を推薦した会員の 
方を厳正に審査して参ります(^^) 

阿部 R 情報・花巻 RC 奨学生委員長 
ファイヤーサイドミーティングを多く行いロータリー 
を学び交流します。奨学生について、花巻北高と連携 
推進して参ります。         次週へつづく 

 

 

➡ご支援はコチラ 
CF『ふぁんドリ』QR 
 

■ニコニコボックス    ニコニコボックス委員会 

【藤原喜子君】本日は会長、副会長不在の中、多くの皆
さんにお集まり頂き心強かったです。アールペイザン
ワイナリー高橋様もゲストスピーチ誠に有難うござい
ました 

【三田 望君】橋川丸の船出をお祝いいたします。今年
度初出席です。今年こそはコロナが収まり世界大会及
び会長の故郷への旅行ができる事を願っています。 

【高橋 豊君】先週、33 年バッジを頂き、ありがとうご
ざいました。父も花巻 RC でお世話になりましたが、昼
近くになると、RC だと言ってバタバタ出かけて行く姿
をなつかしく思い出すことがあります。今年 1年、皆
様と共に健康で良い 1 年となるよう努めて参ります。 

【上田 穣君】先週は所用で欠席となり、本日は午後か
らの調停があり、早退となります。会長もエレクトも
いない中心が引けますが、各々都合というものがある
ので・・・ということでよろしくお願いします。 

【藤村弘之君】役員会が 11 時 30 分に会場入りしまし
たが、まちがい！時間まで、車でＴＶ見てました。
案内はちゃんと見ないとダメですね。 


