
 

8/45 

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,会⻑の時間 
8,本⽇のプログラム 
 ・会員卓話  地蔵堂友信君 
 ・平塚 RC ご挨拶動画 
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 
8 月 31 日 第 3242 回例会 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 
■熱海豪雨災害支援金の御礼 

RI 第 2620 地区ガバナー小林聰一郎様 
■地球保全 PJ「ロータリー奉仕デー」 

千年希望の丘除草・清掃延期について 
ガバナー事務所様 

■今後の予定 
9 ⽉  7 ⽇ 3243 回 慶祝者スピーチ/例会前理事会 
9 ⽉ 14 ⽇ 3244 回 会員卓話 晴⼭正基君 
9 ⽉ 21 ⽇ 3245 回 クラブフォーラム ⽉間テーマ 
             雑誌広報委員⻑ ⾕村 繁君 
9 ⽉ 28 ⽇ 3246 回 夜例会(予定)クラブフォーラム 

会員増強委員⻑ 藤⽥勝敏君 

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 24 日                     橋川会長 

今⽇も阪神の⾸位キープを表す市村親睦委員⻑のタイガース法被でのプログラム紹介、巨⼈ファンながら
嬉しく感じます。 

先程、急遽昼例会に変更した理由を聞かれましたので、ご説明致します。 
達増知事が岩⼿県独⾃の緊急事態宣⾔を発出に加え、「まん蔓延防⽌等重点措置」 
指定を国に要請すると発信されたことを受けて、飲⾷を伴う⼤⼈数での会合の是非を問う 
声が上がりました。岩⼿県のデータを⾒ると感染者数は下降局⾯に⼊っており、重症者数 
も死者数も増えていないと解析し、当初は予定通り開催と判断しましたが、地元で責任 
ある⽴場にある皆様が周りから信頼を失うことの深刻さを考慮べきとの意⾒を受け、 
万⼀の事態を回避するために昼例会への変更を決断しました。 
社会に範を⽰し、規制解除を早めることに貢献するのが花巻 RC のあるべき姿と考え 
ますので、ご理解を頂ければ幸いです。 

今夜はパラリンピックの開会式、ちょっと地味で残念だった五輪開会式と違いもっと誇る 
べき⽇本の伝統や歴史、優れた技術を表現したものであってほしいものです。 
海の向こうではリトルリーグの聖地、アメリカのウイリアムスポートで⼤⾕選⼿がちびっこの前で 
活躍したと今朝の新聞にありました。少年野球と⾔えば、笹⽊賢治君のリトルシニア話も 
そろそろどこかで聞きたいと思いながら読みました。 
 さて、昨⽇、グルージャの福⽥さんから新しいポスターが出来たからと連絡があり、⼀緒にランチをする事に。 
インターンとして岩⼤ 3 回⽣の⼥⼦が同⾏していたので「ピアノ弾ける︖」と聞くと「少しなら」というので素敵な
ピアノがある花巻空港に⾏こうと誘いました。弾いてくれた曲は内緒ですが、想像以上に多くの⼈にピアノは使
っていただいていて、記名⽤紙が 8 枚目になっていました。詳細は⿅討委員⻑よりご報告があると思います。 

レストラン安⽐で⾷事をしながら話していると花巻空港は初めてとのことで、聞けば新幹線使って仙台や⽻
⽥から乗った⽅が安いからと・・・・地⽅空港も⼤変です。盛岡出⾝の彼⼥は岩⼿に来ても何もないし、個⼈
で岩⼿に来る⼈なんていないと⾔うので驚きました。 

しかし、⾃分も壱岐にいた頃は故郷の本当の豊かさは良く分かってなかったと思います。四⾕で 3 年間働い
て、通勤ラッシュや週末の渋滞に辟易していた時、会社の先輩を訪ねて花巻に来て、そのすがすがしさに魅了
され、街が輝いて⾒えたこと、そして⾃分から⼿を挙げて転勤して来たように、外に出て初めて本当の魅⼒を
知るのかも知れません。 
 今週⽊曜⽇はぬくまる⾷堂フードパントリー、こういう時こそ必要とされる事業として、感染防⽌対策をとって
実施します。お⽴場上無理のないよう、参加をお願いします。 
 来週 31 ⽇は地蔵堂君の会員卓話、そして平塚 RC の直前会⻑と友好委員⻑の挨拶動画の上映です。
たくさんの⽅の参加をお待ちしております。 

今⽇は松⽥君の会員誕⽣慶祝と例会場検討のクラブフォーラムです。よろしくお願い致します。 
 
 

 

■出席報告 会 員  33 名 出席者数  14 名 出席規定免除者 7 名 
  第 3241 回例会 出席率  48.2％ 前回修正  65.5％  

※メーキャップ︓ 地区ロータリー財団セミナー/補助⾦管理セミナー オンライン・ミーティング 
           橋川秀治君・佐々⽊史昭君 

【四つのテスト】 ～ 言行はこれに照らしてから ～ 
真実かどうか・みんなに公平か・好意と友情を深めるか・みんなの為になるかどうか 

“Rotary Own The Community”by Paul Percy Harris  

■本日のゲスト・ビジター   なし 

2021-22花巻ロータリークラブ会報 
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■第 3241 回例会(8/24) 〜概 要〜 
クラブ協議会「ホテル花城 9 ⽉末閉館を受け、新たな例会場検討の進捗報告」 

 
 
 
 
 
 
 

 

■ニコニコボックス           ニコニコボックス委員会    

【橋川秀治君】本⽇は急な変更にもかかわらず例会出席ありがと
うございます。少し息切れ気味ですが、がんばります。 
【佐々⽊史昭君】先週末、弊社⼊社 2 年目の⼥⼦社員が、 
岩⼿県⼥⼦ラグビーチームの代表メンバーとして、東北⼤会に 
出場し、決勝に進出、残念ながら⻘森県に敗れ、東北で 唯⼀
の三重国体⼤会キップを 獲得することは出来ませんでした。  
7 ⼈制ラグビーのスクラム第⼀列のプロップとして、頑張っているの
で、会社としても応援して参りたいと思います。 
【⾼橋 豊君】先週は妻の誕⽣祝ありがとうございました。コロナの
時代、家族が健康でいられることに感謝したいと思います。 
【阿部⼀郎君】例会場変更にともない、各会場と交渉していただ
いた 橋川会⻑御苦労様でした。花城での例会がなくなる事
に、さびしさを 感じています。9 ⽉には、お世話になった御礼とし
て 夜例会を開いて、 感謝の気持ちを表せたらなぁと思います。 
 
                 【松⽥健君】 
                 

 
花巻ロータリークラブ 

≪事務局≫ 

花巻市花城町 10-27 

花巻商工会議所内 

TEL/FAX0198-41-1133 

e-mail： hrc@hanamaki-cci.or.jp 

URL:http//www.hanamaki-rc.com 

 

 

 

 

 

旅するピアノ  
岩手県空港ターミナルビル(株) 
石崎総務部長様よりのメール 

“旅するピアノ” 空港演奏実績報告です。 
RC 例会にお使いください。 

期 間︓8/3~23 21 ⽇間・演奏⼈数 63 ⼈(3 ⼈/⽇) 
県 別︓県内 37 ⼈/県外 26 ⼈ 
コメント: ☆おしゃれだった。素敵なピアノで楽しめました。 
      ☆すごくキレイなデザインだと思う。  
      ☆2 歳児が楽しそうに弾きました。 
      ☆よくひびく⾳のピアノでした。 
      ☆時の経つのを忘れて弾きました。 
      ☆楽しく弾きました。(多数) 

空港ビル ⽯崎徹 

 
旅するピアノ 

例会会場費⽤とクラブ運営について説明（アイディア段階） 
■宿泊業界のコロナ不況でホテル等は会場費がかかる流れ 
（存続のため） 
■会場費 23,100 円の場合、例会 41 回で 947,100 円増額
（夜例会 6 回含まず） 
■33 名会員で 1 ⼈ 28,700 円、35 名会員で 1 ⼈ 27,06 円

の負担増→年会費増︖ 
■花巻南 RC は年会費増 1 ⼈ 1 万円〜2 万円以内に抑えたい

意向 
■33 万円（33 ⼈×1 万円）〜70 万円（35 ⼈×2 万円） 

→昼例会数 41 で割ると会場費は、1 回約 8,000 円〜 
約 17,000 円に相当 

■会場費が減らせない場合、11 回分昼例会を減らせば、 
1 ⼈ 2 万円に収まる 

①昼例会数削減（昼例会を⽉３回までとするとマイナス 7 回） 
②⽉ 3 回の昼例会のうち 4 回を夜例会にする 
（6 回→10 回でマイナス 4 回） 
※支援の意を⽰して戴いた「風の季」で花巻南 RC との合同夜例
会も企画したい 

＜資料説明後の質問・意⾒＞ 
※花巻 RC は単独で風の季を例会場にすることや、積雪期だ

けグランシェールという⽅法もあるのではないか 
※花巻南RCとは構成メンバーも違うので共通例会場にこだわ

る必要はないのではないか。 
※お⾦の問題で例会回数を減らすというのは本末転倒。クラブ

の⼀体感が薄れる。毎週例会が開けるようにすべき。 
※⾝の丈に合った例会場として「やぶ屋」でもよいのではない
か。 

→現在、料理以外の⾦額の確認ができていないが花巻南
も候補としている 
※事務局も例会場が遠くなるのは⼤変だと思うので「やぶ屋」
でもよい 
※例会場を別にするとテーマ旗や国旗、ロータリーソング旗、 

演壇、鐘など購⼊が必要だが⼀回だけなので問題はなさそ
う 
※夜例会を「風の季」で温泉付きで開催すると楽しい 
 


