
 

10/45 

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 
  新会員卓話  晴⼭正基君 

   ゲストスピーチ ⽶⼭奨学⽣ 
   ツｴレンサンプー・マンドハイさん 
  カウンセラー︓⾼橋嘉信君(北上和賀) 
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 

 

Sep 
9 月 14 日 第 3244 回例会 

■幹事報告 
・令和 3 年度⾚い⽻根共同募⾦運動における 

職場内募⾦のご協⼒について（お願い） 
〔岩⼿県共同募⾦会花巻市共同募⾦委員会会⻑  

髙橋照幸様〕 
・世界ポリオデーに向けて 
・『ロータリー奉仕デー』無期延期のご案内 

上記２項〔RI 第 2520 地区ガバナー 鈴⽊俊⼀様〕 
 

■今後の予定 
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 臨時 感謝の夜例会 

クラブフォーラム 会員増強委員⻑︓藤⽥勝利君 
10 ⽉ 5 ⽇ 3247 回 慶祝者スピーチ 

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  9 月 7 日                     橋川会長 

市村親睦委員⻑のタイガース法被 2 週間ぶりに復活。もはやこれがないと 
違和感を覚えている⾃分と、妻が不在の 1 週間で明らかに出っ張った⾃分の 
お腹に驚いています。有難さが⾝に沁みました・・・。 
パラリンピックが先週末に終わりました。開会式や閉会式はオリンピックよりも 
数段良かったですし、ボッチャという競技が⾼度な駆け引きが必要なエキサイ 
ティングなものと思いませんでしたし、⼥⼦マラソンは⾦メダルの道下選⼿の 
笑顔も最⾼でしたが、56 歳藤井選⼿の 5 位⼊賞、そして倒れそうになり 
ながらも 8 位⼊賞した 66 歳の⻄島美保⼦選⼿の⾛りには思わずテレビに 
向かって拍⼿してしまいました。 

先程、理事会を開催いたしました。28 ⽇のホテル花城での最終例会を 
夜例会にさせて戴くことに決定いたしました。⻑年お世話になったので感謝の 
お花を贈って、夜例会の時にその前でスタッフの皆様と記念撮影をしたいと考えていますが、近々の中部管内
での感染拡⼤傾向も気になるところではあります。。 

新しい例会場探しですが、南クラブさんは10⽉の例会を風の季さんで⾏う⽅向のようです。当クラブでも対
応に苦慮していたのですが、⿅討会場監督と吉⽥委員⻑が花巻空港ビルの銀河ルームを使⽤する話に目
途をつけてくれ、10 ⽉はお試しで銀河ルームを例会場にしようと思います。ただ、会場設営や⽚付けは我々
で⾏う必要があるのが課題ですが、ぬくまる⾷堂フードパントリーでのチームワークを考えると⼗分に可能だと思
います。 

新⼊会員の件ではいくつかお話があり、藤原幹事は⼥性会員の増強にチャレンジしていただいているようで
す。期待しております。また、⼊会年度の浅い⽅について、例会場の変更もありますので、推薦者の⽅そして
所属委員会の委員⻑の⽅はぜひ、声掛けをして参加を促していただきたいと思います。 

花巻 RC のポロシャツ作成ですが、デザインは吉⽥委員⻑が佐々⽊史昭 G 補佐の英語監修を受けて海
外でも着⽤できるものを目指すことになりました。素敵なデザインとなっています。 

友好クラブ平塚 RC への返礼はお⼿紙とフードパントリーの活動報告、そして⿅討君がアンダーパスと作成
した寄付つき応援 CD を花巻のお⼟産と⼀緒に送る⽅向で、先⽅の柏⼿会⻑に事前に確認を取ることにな
りました。なにかコロナ禍で、新しい形での友好交流も考えられそうです。 

旅するピアノは報告があると思いますが、空港ビルの⽅々によると県内外の利⽤者に⼤好評とのことだそう
で感謝されております。思い出の⼀つにもなれば幸いです。 

本⽇は慶祝となっております。ここらで切り上げて皆様のお話をゆっくりお聞ききしたいと思います。 
 

 

■出席報告 会 員  33 名 出席者数 16 名 出席規定免除者 7 名 
  第 3243 回例会 出席率  57.1％ 前回修正  67.8％  

※メーキャップ︓ 9/4(⼟)RLI パート 1 佐々⽊史昭ガバナー補佐 
           9/6(⽉)花巻空港ターミナルビル 会場打合 ⿅討康弘君・吉⽥和洋君 

【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 
米山奨学生：ツｴレンサンプー・マンドハイさん 

カウンセラー：高橋嘉信君(北上和賀 RC) 
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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) 
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■第 3243 回例会(9/7) 〜概 要〜慶祝者スピーチ 
【上⽥穣君】まもなく敬⽼の⽇ですが、コロナ禍で集まること
ができないので、町内の親和会⻑として対象者の⽅にメッセ
ージを添えて記念品をお渡しすることとしております。そのメッ
セージをご披露します。ものの本によりますと、「敬⽼の⽇」は、昭
和 22 年に兵庫県多可郡野間⾕村（現在の多可町）で「お年
寄りを⼤切にし、お年寄りの知恵を⽣かした村作りをしよう」という考
えのもと「としよりの⽇」という呼び名で提唱されたのが始まりと⾔われ
ております。 
現在、花巻市における敬⽼会対象者は、昭和 22 年 4 ⽉ 1 ⽇ 
までに⽣まれた⽅からとなっておりますので、今回該当者となられた
皆様はすべて「敬⽼の⽇」ができる前にお⽣まれになった⽅々という
ことになります。ちなみに、昭和 22 年当時の平均寿命を調べてみ
ますと、男性 50.0 歳、⼥性 53.9 歳となっており、現在の男性
81.6 歳、⼥性 87.7 歳と⽐べると 30 年以上⻑⽣きをするように
なっているようです。 
更に 4 年後の 2025 年には、国⺠の 5 ⼈に 1 ⼈が 75 歳以上と
なり、国⺠の 3 割が 65 歳以上となると⾔われておりますから、どこを
⾒てもおじいさんおばあさんだらけになるのは間違いないのでしょう。 
そうなると、今の 60 歳なんてまだまだ若く「さあこれから」という年齢
で、70 代はまさに「⽼いの働き盛り」ということになり、このシルバー世
代がイキイキ働くことで、80 代以上のゴールド世代も「ますます輝
く」・・・そういう時代になってくることでしょう。 
まさに⼈⽣ 100 年時代の先駆けとなりつつある今、敬⽼の⽇を迎
えられた該当者の皆さんは、⼈⽣ 50 年であった当時から⽐べると、
⽣存期間が 2 倍となるわけですから、その分幸福な時間も 2 倍増
えるように、体調⾯・精神⾯に充分にご留意いただき、さらに積極
的に地域活動に参加されるとともに、地域の牽引役として益々ご活
躍されることを⼼から願っております。 
〈追伸〉因みに、「としよりの⽇」という呼び⽅はあまり響きがよくないと
いうことで、昭和 39 年に「⽼⼈の⽇」と改称され、さらに昭和 41 年
に国⺠の祝⽇「敬⽼の⽇」となったということです。 
【⽴花徳久君】誕⽣祝いありがとうございます。60 過ぎて⾃
分の思い通りにやって、思い通りにすごせばいいかなとも思っていま
す。 逆に⾃分のしたいことは明⽇に延ばさず今でしょ︕の気持ちで
過ごす考え⽅に変えました。 
やりたいことがうまく進んでいますので、いまは納得のいく毎⽇です。こ
れからも⾳楽に埋もれて過ごします。 
そのような私を曲げないでいられる環境を許してくれる家族に感
謝・・・・・して楽しみながら過ごします 
【藤原喜⼦君】ケーキありがとうございます。早いもので 25 年
持ちこたえました・・・︖今はロータリークラブがパートナー的存在にな
っています。今後ともよろしくお願いいたします 

■ニコニコボックス           ニコニコボックス委員会    

【橋川秀治君】何とか例会場探しも、皆様の尽⼒により、目処が
⽴ちそうです。ホテル花城さんでの例会もあと３回最終２８⽇は
夜例会で締めくくりたいと思います。 
【藤原喜⼦君】橋川会⻑、８〜９⽉と新例会場の下調べ交渉
本当に本当にお疲れ様です。やぶやさんと⾦婚亭さんが駄目にな
り、えーっと思っていた⽮先に、⿅討さんと吉⽥さんが流星の様に
現れ花巻空港のＶＩＰルームがおためしで１０⽉例会場とし
て、急浮上しました︕︕ありがとうございます。会員・菊の会ポロシ
ャツも⿅討さんから素敵な原案が出て史昭さん吉⽥さんのコンビで
海外にも通⽤する仕様の最終つめになり、ワクワクしています☺ 
【藤⽥勝敏君】昨⽇、第１回目のワクチン接種を⾏いました。体
調は問題ありませんが夜から左肩が痛く⼤変です。 
【三⽥望君】早退します。ワクチン２回、イベルメクチン飲んで免疫
⼒上げて元気に出張⾏って参ります。⼈影まばらでどこに⾏っても
安⼼です。来週は知床です。 
【上⽥穣君】気が付くと６８才となってしまいましたが、「今が⼀番
幸せだなぁ」と思っています。⼀年後もそう思っていれるよう精進し
てまいりたいものです。 
【佐々⽊史昭君】先週⼟曜⽇に、ロータリー・リーダーシップ・イニシ
アチブ（ＲＬＩ︓アールエルアイ）の研修をオンラインで受けまし
た。４５分の講座を６回受けて、朝９時から３時半までビッチリ
でしたが、新たな出会いや気付きがあり、楽しく学ぶことができまし
た。みなさんも是非、御検討下さい。 
【⽴花徳久君】誕⽣祝いありがとうございます。ギリギリ四捨五⼊
で６０です。楽しい⼀年をすごすつもりです。 
【⿅討康弘君】⽴花さんのお勧めで「酸素カプセル」に通い 
始めました。⽔深３〜４ｍくらいの１．３気圧の中、 
１時間ゆっくりと本を読んでおります。⾼濃度酸素の効果か 
分かりませんが、ネガティブ思考の私が現在、とてもポジティ 
ブな気分であります。私の前にカプセルを利⽤した⽅が若い 
⼥性だったら︖と妄想しています。 
【藤村弘之君】コロナも⾝近にせまってまいりました。 
これからも注意しながら飲みに⾏こうと思います。 
 

 

 
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 

 
本日のメニュー 

鰈唐揚蟹あんかけ 

■佐々⽊ガバナー補佐 RLI ﾊﾟｰﾄ 1 出席報告 
Rotary Leadership Institute の略で会員地区の他地

区合同、草の根レベル        の指導⼒養成プログラム
の事です。但し RLI は        RI の公式プログラムでは 
ありませんが、承認          されているプログラム 
ロータリアンの⾃主性         と指導性を涵養 
し、クラブの刷新⽣と         柔軟性を育て 
ローターを活性化する         ことを目的として 
います。今年度の          第 2 分区インター 
シティミーティングに         おいて、2 ⽉に 
北上和賀 RC の主幹で実施する予定です。 

例会の風景 


