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1,開会点鐘   
2,国歌⻫唱 
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,慶 祝       バースデーソング 
9,本⽇のプログラム 
  慶祝者スピーチ 
 

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

■本⽇のプログラム      例会進⾏︓会場監督  

Sep 
9 月 7 日 第 3243 回例会 月初め 月間テーマ 基本的教育と識字率向上 

日本の月間：ロータリーの『友』 

特別週間：ロータリー学友参加推進週間（10/7 を含む 1 週間) 

■幹事報告 
・花と緑のノベルティのご提案〔東京優芳園㈱様〕 
・⽶⼭梅吉記念館「館報」2021 秋号 Vol.38 

〔公益財団法⼈ ⽶⼭梅吉記念館様〕 
・⽶⼭記念奨学会 研修旅⾏の中⽌について 

〔⽶⼭記念奨学会委員会委員⻑ ⽩⿃ 淳様〕 
・国際ロータリー⽇本事務局「在宅勤務延⻑」のお知らせ 

〔国際ロータリー⽇本事務局様〕 
・ロータリー⽂庫 2020 年度決算報告 〔ガバナー事務所様〕 
・9 ⽉ロータリーレート 1 ドル＝110 円〔ガバナー事務所様〕 
・2021 年 9 ⽉基本的教育と識字率向上⽉間リソース」 

〔国際ロータリー⽇本事務局 業務推進・IT 室様〕 
 

■今後の予定 
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 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 31 日               橋川会長 

皆様、こんにちは。妻が実家に介護のために⾥帰りして、久々の⼀⼈暮らしに妻の有難みを感じ
ております。さて、ついに市村親睦委員⻑の⻁法被でのプログラム紹介が途絶えました。 
夏の甲⼦園優勝の智弁和歌⼭の監督にまで及ぶ解説、聞き惚れました。今後も楽しみです。 

さて、先週は蒸し暑い中でのフードパントリーお疲れ様でした。今回はコロナ感染拡⼤ 
という状況で、内閣総理⼤⾂杯参加のため富⼠⼤サッカー部も参加できない中で会員の 
皆様、菊の会の皆様、そして利⽤者の⽅々の協⼒もあって、無事開催することが出来ま 
した。⼼配した⾬も引き渡し終了を待ったかのように降りだしましたし、富⼠⼤サッカー部の 
コロナ感染を後⽇知って、この事業は何かに守られているような気がしました。 

コロナの特効薬である                イベルメクチンですが、私が代⾏して輸⼊ した
ものが回りまわって                   コロナ感染した⽅に届いたらしく、服⽤翌⽇に軽
快したとの情報が                    ⼊ってきました。海外輸⼊品は偽薬もると⼼配
して いました が                 正規品が⼊って きて いるこ とが図らずも                       
証明されてほっとして                   います。 

さて、例会場探し                  ですが、やぶ屋さんは⼈⼿を減らしており、昼は
わんこそばの給仕も必要に            なるため例会の対応は難しいとお断りの電話があり
ました。困っていると⾼橋豊君から⾦婚亭に⼀緒に⾏ってみようと助け船がありましたが、このご時世
でありがたいお話だが、修学旅⾏等でお昼の予約が⼊ると例会場を確保できない状況で、現状で
は難しいと申し訳なさそうな感じで仰ってました。⼀⽅で、南クラブ様によるとグランシェールの翡翠の
間が 9 ⽉中旬の改装⼯事で押し⼊れ半間分広くなるが現⾏の 20 坪の部屋代 13,200 円、夜
例会も税込み⼀⼈ 5,000 円で対応するとのこと。現⾏会場の２／３の広さでかなり狭くなります
が、通常はそこで⾏い、ゲスト等で⼤⼈数の時は瑠璃の間を使い、夜例会では風の季さんも使うよ
うな形で試算をし、次の理事会に諮りたいと思います。駐⾞場代やケーキの⽤意ができないなど
⾊々な課題がありますが、⼀緒に知恵を出して乗り切りたいです。 
 本⽇は新⼊会員のトップバッターで地蔵堂君の卓話、 
そして平塚 RC からの友好メッセージ動画の紹介のほか 
ポロシャツ作成の経過報告、健康経営のお話など盛り沢⼭ 
の例会、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

■出席報告 会 員  33 名 出席者数  16 名 出席規定免除者 7 名 
  第 3242 回例会 出席率  57.1％ 前回修正 64.2％  

※メーキャップ︓ 8/26(⽊)⾦婚亭打合せ  橋川秀治君・⾼橋豊君 
8/26(⽊)ぬくまるフードパントリー︓ 橋川秀治君・藤原喜⼦君・藤⽥勝敏君・⾼橋豊君 
三⽥望君・上⽥穣君・佐々⽊史昭君・阿部⼀郎君・⿅討康弘君・市村律君・晴⼭正基君 

【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 
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■〜概 要②〜平塚 RC 友好クラブ、花巻 RC の皆様へ 
動画メッセージ(平塚 RCWeb 掲載 4min１７sec) 

2020-21 ⿃⼭優⼦会⻑様・今村佳広委員⻑様 
より メッセージをいただきました。 
下記 QR コードよりご覧ください 

               橋川会⻑よりお礼のメッセージを 
       送る予定です 

 
 
 
 
 

ありがとうございます 

■ニコニコボックス           ニコニコボックス委員会    

〔橋川秀治君〕先週末きのこ狩りに⾏き、ポルチーニとして⻄
洋で⼈気のきのこを数⼗本ゲットいたしました。⼭の神様に
感謝し、料理してくれるカミさんにも感謝します。 
〔藤⽥勝敏君〕 
橋川会⻑、例会会場選定⼤変ご苦労様です。橋川会⻑
の意向に全⾯的に賛同します。 
〔⾼橋豊君〕26 ⽇のフードパントリー⼤変お疲れ様でした。
⾏った時は準備が終わった後で、配布のお⼿伝いの時間も
三⽥さんと私(⻑⽼)はおしゃべりばかりしていて失礼しまし
た。皆さんの熱意と誠意が強く感じられ嬉しいひと時でした。 
〔三⽥望君〕地蔵堂さん、講話ありがとうございました。機会
があればぜひ御利⽤させて下さい。RC としても末永くお付き
合いいただければ嬉しいです。 
〔稲⽥典之君〕早退させていただきます。 
〔佐々⽊史昭君〕地蔵堂さんの会員卓話、⾯⽩いお話をあ
りがとうございました。パンフレットを拝⾒し、トヨタレンタリース
岩⼿社⻑の元持雅⾏さんは、岩⼿経済同友会の同じ会
員であることに気付きました。地蔵堂さんには、花巻に根付
かれて、益々ご活躍されることを期待しております。 
〔阿部⼀郎君〕明⽇から 9 ⽉、ようやく秋の風が吹いてきた
ような気がします。本⽇は地蔵堂君、卓話御苦労様でし
た。昨⽇⼣⽅レンタカーを借⽤に当社社員が伺いました。⻑
期に借りますのでよろしくお願いします。 
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■慶 祝 
会員誕⽣︓上⽥穣君・⽴花徳久君・⼩⼭⽥泰彦君・⾼橋利美君 
在籍年表彰︓⼩⼭⽥泰彦君 
夫⼈誕⽣︓なし 
結婚記念︓伊藤誠⼀郎君/由美⼦さん・藤原喜⼦君/和久さん 

松⽥健君/龍⼦さん 

おめでとうございます 

【⽇時】令和 3 年 8 ⽉ 26 ⽇(⽊) 集合 14︓00 
引き渡し 16︓45〜18︓50 解散 19︓10 

【主催】ぬくまる⾷堂実⾏委員会（花巻ロータリークラブ） 
【協⼒】花巻市社会福祉協議会 
【会場】花巻市総合福祉センター (花巻市社社会福祉協議会本部) 
【対象】ひとり親、多⼦世帯、コロナ禍救済世帯 
【スタッフ】全 23 名︓花巻ロータリー11 名/ 

菊の会 4 名/ 花巻市社会福祉協議会 6 名/ 
ボランティア 2 名（橋川会⻑夫⼈ 1 名/、吉⽥会員のご息⼥ 1.名、） 

------------------------------------------------ 
【申し込み世帯】52 世帯  【⽞関先でのお渡し】 
・当⽇ご利⽤ 52 世帯 (継続 51 世帯／新規 1 世帯)  
※多くの企業・団体・個人様から善意の提供を 

いただき感謝申し上げます。 

 

■第 3242 回例会(8/31) 〜概 要①〜  
会員卓話︓地蔵堂友信君 

トヨタレンタリース岩⼿ 新花巻⽀店店⻑をしています。 
花巻ロータリークラブへは佐々⽊史昭さんのご紹介で⼊会し

ました。様々な皆様とお会いでき素晴らしい機会を頂きました。 
結婚して今の苗字になりました（旧姓佐々⽊）です。 

弊社は 1968 年              保有台数 11 台
で盛岡市菜園にて                営業開始。 
花巻駅前営業所は              2014 年に花巻
駅前より新花巻駅前             に移転しました。
花巻空港にも窓⼝を              設置。県内 13
店舗で、2016 年             現在保有台数は
6000 台です。                レンタル事業やカー
リース事業、損保代理店、       通信事業代理店が事
業内容です。レンタル事業は、ビジネスやイベント、レジャー利
⽤や事故等での代⾞としてもご利⽤されており、個⼈をはじめ
県内企業・官公庁・各種団体様等が主なお客様となります。 
『⼈の動くを応援します』をコンセプトに多様化する⾞の使い⽅
の合理的活⽤や管理⽅法をご提案し社会に貢献できるよう
努めて参ります。ぜひご利⽤ください。 
最近では無⼈貸出サービス【チョクノリ】をヤリスを導⼊し始め
ております。新花巻駅店と花巻空港で扱っております。 
今後ともよろしくお願いいたします。 

わが社の『健康経営』  
佐々木史昭君 

アクサ生命冊子掲載(会員へ配布済) 

「社員一人一人の健康が、会社の健全

経営に繋がる」若手社員にも健康寿命

を考え、喫煙率の改善に取組んで欲し

くて導入しました。アクサ生命さんの

サポートで具体的行動指針を示すこと

ができ、社員との相互理解を得ながら 

健康増進に取り組んでおります。 

株式会社中央コーポレーション 

本日のメニュー 

海老と蟹の 
あんかけ丼 


