
 

7/45 

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,本日のプログラム 
 クラブ協議会 

例会場の変更について(経過報告) 

橋川会⾧・藤原幹事 
9,委員会報告等 

10,幹事報告 
11,ニコニコボックス 
12,連絡事項 
13,閉会点鐘 

■本日のプログラム     例会進行:会場監督  

 

Aug 
月間テーマ『会員増強・新クラブ結成推進』 
 日本の月間： 

 特別週間： 

■幹事報告 
・ガバナー公式訪問御礼  

2021-22 ガバナー鈴木俊一様 
・令和 3 年度市民憲章運動実践活動表彰 
に係る被表彰候補者の推薦について（お願い） 

〔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.257 

〔公益財団法人ロータリー米山記念奨学会様〕 
 

■今後の予定 
8 月 31 日 3242 回 会員卓話 地蔵堂友信君 
9 月  7 日 3243 回 慶祝者スピーチ/  理事会 
9 月 14 日 3244 回 会員卓話・ゲストスピーチ 
9 月 21 日 3245 回 会員卓話 

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 

■会長の時間  ８月 17 日                     橋川会長 

阪神は夏の甲子園大会が始まっても首位をキープし、市村親睦委員⾧の法被姿を見
ることが出来て嬉しく思います。もし、首位陥落しても他の阪神応援グッツの紹介などで盛り
上げてください。そして 8 月 3 日のガバナー公式訪問ですが、合同例会のガバナーのご挨
拶は非常に格式高いものでしたが、その前に行われた３RC 合同の会⾧幹事会でのお話
は青少年奉仕で花巻を訪れた時の思い出話や花巻の３RC はそれぞれ独自で特徴ある
奉仕活動を行いながらも非常に仲が良くて素晴らしいという花巻愛にあふれたものであった
ことをお伝えしておきます。 

翌日の 4 日はぬくまる食堂サッカー教室と                 ボール贈呈式を
いわてグルージャ盛岡の坂本社⾧、キャプテンの             牟田選手を迎えて
行いました。サウナのように蒸し暑い                    市民体育館に多くの
会員さんに集まって頂いたことに感謝します。              子ども達がプロ選手と
遊びながらメキメキ進化を見せることに驚き、              満面の笑みをみるに
つけ、ぬくまる食堂を早く再開したいと思いました。            滝田委員⾧にお骨
折り頂いて実現できたサッカー教室を通じてスポーツ         少年団の運営に尽力
されている似内さんとも知り合うことが出来、子ども食堂でスポーツ教室もできそうです。 

また、その日の夜は阿部直前会⾧の企画でファイヤーサイド・ミーティングが行われ、新入
会の晴山さんを含む 11 名の会員にご参加いただきました。晴山さんは三田さんとマンツー
マンでロータリーについて学んで頂いたと思います。その後、私ともお話をする中で「何か自分
からできる奉仕活動がしたい」とのことで早朝トイレ掃除をまずは 2 人で始めることになりまし
た。続報をご期待ください。 

さて、本日理事会が開催されました。8 月 12 日に岩手県独自の緊急事態宣言が発
令されましたが、私がデータを見る限り、夏風邪の時期、検査数の増加に伴い検査陽性
者は 2 倍に増えていますが、重傷者は微増、死者の増加はない状況でそれほどの緊急事
態とは思えませんので花巻 RC は例会を続行致します。一方で、皆様ご存じの通り、ホテ
ル花城さんが 9 月末で営業を終了されるという花巻 RC にとっての緊急事態が発生してお
ります。市内のホテル・温泉や大型飲食施設を視野に 8 月末までには新たな例会場の目
途を立てたいと思います。良い情報がございましたら、お力添えをお願いします。【裏面へ】 
 

 

■出席報告 会 員  33 名 出席者数  16 名 出席規定免除者 7 名 
  第 3240 回例会 出席率  59.2％ 前回修正  74.0％  

※メーキャップ:  8/3(火)北上西 RC 例会 佐々木史昭君 

“Rotary Own The Community”  

■本日のゲスト・ビジター   なし 
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■第 3240 回例会(8/17) ～概 要～ 
慶祝者スピーチ 
・浅沼幸二君【会員誕生:在籍年】63 歳在籍 33 年です。 

年金の申請をしてきました。人生の半分以上ロータリアンです。昔、移動
例会で企画した東和での『やな場例会』が思い出です。一生懸命やって
いると仕事での繋がりもできました。また、東和で出来たらいいなとも思っ
ています。 

・藤村弘之君【会員誕生】63 歳です。お盆の 16 日が誕生日なので、 
子どもの頃は毎年夏休みの課題に追われ、それどころではありませんでし
た。最近は一日が異常に早く過ぎる気がします。 

・高橋  豊君【夫人誕生】46 年一緒におります。ホテル花城にも色ん
な思い出や飲んだ思い出が甦ります。あるはずのものが無くなる・・・ 

  寂しい感があります。普通の生活ができる有難さを再認識しています。 
・谷村  繫君【夫人誕生】今月、すでにホテル花城さんにバースデー祝

いの予約を入れています。橋川会⾧には急遽ギフトカードをご用意いただ
きありがとうございます。フードパントリーでは、ＲＣ事務局の高橋さんに、
参加者皆さんのお名前を事前に届けているようです。 
いつも菊の会の皆様にはお世話になりまして感謝いたします。 

・藤原喜子君【在籍年】在籍 3 年になりました。 
【8 月ぬくまるフードパント・パントリー事業】 連絡 
 8 月 26 日(木)17 時 花巻市社会福祉協議会にて 

岩手緊急事態宣言等を受け、開店前に箱詰めし、玄
関先でのお渡しとなります。今回は 52 世帯。 
ご協力をお願いします。 

『旅するピアノ』空港編 設置後の状況   
8/3~8/19 まで 
17 日間 演奏者 52 名(記帳者) でした。 

報告者:鹿討康弘君 

■ニコニコボックス           ニコニコボックス委員会    

【橋川秀治君】 西日本の大雨で壱岐にも大雨が降りました
が、流されることもなく壱岐の島は無事のようで、15 日に
は 花火大会をやってました。夏は花火みたいです。 

【藤田勝敏君】来週（8/24）会員増強について、スピーチ
させて頂きます。皆様から、入会候補者の御推薦、宜しく 
お願い致します。 

【三田 望君】 思っても見なかった例会会場の変更という事
で、つくづくコロナは各方面に影を落すことを痛感しておりま
す。 まさかの坂ですね。前を向いて進みましょう。 

【谷村 繁君】 妻の誕生日祝いありがとうございました。 
先日のパントリー参加、楽しかったようです。 
よろしくお願い致します。 

【浅沼幸二君】 誕生祝い、出席年バッチありがとうございま
す。自分でも、びっくりする位の年数ロータリーに参加してた
んですね。今後もよろしくおねがいします。 

【稲田典之君】 来客の為、早退します。 
【佐々木史昭君】 昨日、甲子園球場で岩手県代表の盛

岡大附属高校が、茨城県代表の鹿島学園に 7-0 で勝
利いたしました。ＮＨＫの放送中には岩手県大会の決勝
で花巻東高校に 9-4 で大勝したとの解説もあって、盛岡
大附属の格が上がった試合でした。 

【立花徳久君】 今月で花城さんが 9 月で閉店するという事
なので非常にさびしい思いでいっぱいです。人生の節々に
利用させていただきました。今迄ありがとう御座いました。 

【吉田和洋君】 花巻空港へ移動した「旅するピアノ」の横に
以前作らせていただいた花巻ロータリーの歓迎スタンドをそ
っと置いていただきました。ありがとうございます。 

【藤村弘之君】 誕生祝い、ありがとうございます。16 日なの
で毎年のことですがお寺に行ってきました。飲みにも出ない
のが残念です。 

 

 

【続き】また、８月 26 日のフードパントリーは実施の方向ですが、感染対策として玄関先での引き渡しという
形で実施致します。 

その他、クラブで一緒に奉仕活動をするときのために、お揃いのポロシャツやジャンバーを作ろうという提案が
あり、進めることになりました。個人で買取の方向ですが、詳細が決まりましたら、ご相談いたします。 
 次回、24 日は夜例会、藤田エレクトの会員増強の話となっていますが、グルージャの牟田選手にもゲストス
ピーチを頂けることになりましたので、お楽しみに。 
本日は慶祝もありますのでこれにて会⾧の時間といたします。 
 

ひと息・・・夏の思い出の Fot 2019.7 

本日のメニュー 

牛肉と茄子の炒め丼 

おめでとうございます 


