
 

11/45 

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 
  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,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 21 日 第 3245 回例会 

■幹事報告 
・ハイライトよねやま Vol.258 

 (公財)ロータリー⽶⼭記念奨学会様 
・ロータリー研究会第 50 回記念講演会 

ガバナー事務所様 
・RLI 研修パートⅡ参加者募集のご案内 
・ロータリー⽶⼭記念奨学会・⽶⼭カウンセラー 

研修会のご案内 
以上 2 項 ガバナー鈴⽊俊⼀様 

 

■今後の予定   【9 ⽉ホテル花城例会最終】 
9 ⽉ 24 ⽇ ぬくまるフードパントリー事業 
9 ⽉ 28 ⽇ 3246 回 ホテル花城最終夜例会  
ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ 会⻑エレクト(会員増強) 藤⽥勝敏君 
10 ⽉ 1 ⽇ 旅するピアノ移設  マルカンビル１F へ 
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 14 日                     橋川会長 

本⽇は⾼橋嘉信パストガバナー補佐とモンゴルからの⽶⼭奨学⽣ツェレンサンブー・マン
ドハイさんを迎え、新⼊会員の晴⼭君の卓話といつもと違ったフレッシュな雰囲気の例会に 

なりそうです。 
⾼橋パストガバナー補佐におかれましては、

ぬくまる⾷堂の冷凍⾷品を保管するスペース 
を雪運さんの冷凍倉庫内に確保していただき 
⼤変助かっています。この場を借りて改めて 
御礼申し上げます。 
また、マンドさん、モンゴル語の挨拶が上⼿く 

  出来たらいいなと思っていますので、後で 
挨拶の中に⼊れてもらえると嬉しいです。 

さて、先週も⾊々ありました。友好クラブの平塚 RC からの動画メッセージのお返しにお⼿
紙とぬくまる⾷堂フードパントリーの活動報告動画に⿅討会場監督が県内のボーカルユニッ
トのアンダーパスとコラボして作成した寄付つきぬくまる⾷堂応援歌の CD を花巻のお⼟産
をつけて贈る段取りが出来、送る前に平塚 RC の柏⼿会⻑に確認のお電話を⼊れました。 
柏⼿会⻑も丁度電話をしようと思っていたとの事。花巻 RC の様⼦を聞かれたので近況を
説明、平塚 RC は７⽉から Zoom によるオンライン例会としており、友好クラブとの相互訪
問も難しいので、Zoom でオンライン例会をし、その時お互いのお⼟産を送っておいてその
場で頂くようにしませんかとのご提案を頂いたので、即合意致しました。但し、花巻 RC の例
会場を探しており、新たな例会場が決まって落ち着いてからとさせて頂くことにしました。 
贈った動画と CD は Zoom 例会でご紹介頂くそうで、そちらは私にも Zoom で参加して挨
拶して欲しいとの事でしたので、お受けしましたが、ドキドキです。 
 ⿅討君の企画・プロデュースのポロシャツプロジェクトは吉⽥君の素晴らしいデザインを
佐々⽊ガバナー補佐に英語監修頂き、素敵な仕上がりになりました。半袖の季節は終わ
るのでジャンバーの⽅が良いのではとの意⾒も上がりましたが、⻑袖の上にポロシャツという形
で⾏くということで、ジャンバー企画はまたの機会としたいと思います。 
  10 ⽉からの新しい例会場は花巻空港ビルの「銀河ルーム」となります。南クラブさんは今
週の例会でアンケートを取って決定されるそうですが、銀河ルームは会場設営と⽚付けをセ
ルフで⾏うことは負担が若い⼈に集中するとの懸念から、10 ⽉からはとりあえず風の季さん
になるだろうとの事でした。グランシェールの改装⼯事は少し遅れているようです。 
 

 

■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 

会⻑ 
 
 
幹事 
親睦委員会 
 
会⻑ 
担当 
 
 
 
 
委員会 
幹事 
ﾎﾞｯｸｽ委員会 
 
会⻑ 

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) 

■出席報告 会 員  33 名 出席者数 15 名 出席規定免除者 7 名 
  第 3244 回例会 出席率  53.5％ 前回修正  64.2％  

※メーキャップ︓ 9/10 花巻空港ターミナルビル打合 ⿅討康弘君・吉⽥和洋君 

例会場変更のお知らせ 
9 ⽉ 30 ⽇ホテル花城閉館に伴い、10 ⽉より暫くの間 

 はなまき空港ターミナルビル 2 階銀河ルーム  に変更となります 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

■第 3244 回例会 〜概 要〜 
晴⼭正基君 卓話 
7 ⽉に⼊会しました晴⼭正基と 

申します。S54 ⽣まれです。 
花巻マツダ(株)代表取締役をして 
おります。 

花巻南⾼校を H8 年に卒業し、同年花巻マツダ(株)
⼊社、H15 年に結婚、H23 年より代表取締役となり現
在に⾄っております。花巻⻘年会議所を卒業しや倫理法
⼈会等に所属しておりました。継続していることは 毎朝の
トイレ掃除と会社の神棚に頭を下げるのが⽇課です。 
会社は S29 年マツダ商会として創業しその後 S35 年に
現在の、株式会社花巻マツダに改組しております。 

経営理念として 
・私たちはヒトとクルマの「オアシス」となり、ココロ踊るカー
ライフの未来を創造します 
・私たちは、「報恩感謝」の思いと安⼼な笑顔で、「明る
い社会づくり」に貢献します 
・私たちは、互いを尊重し、「陽」輝く未来に向かい夢を
実現します   
としております。 

現在取り組んでいるのは、50 年⼿つかずだった本社の
リフォームや倉庫新築を年内完成を目指し進めておりま
す。また社員と共同し評価制度、講堂評価の策定や業
界の担い⼿不⾜への対策、社名(屋号)変更に伴うブラン
ディングにも取り組んでおります。 

⾞販売をはじめ整備やレンタル事業、輸⼊⾞のメンテも
含め、今あるリソースを⾒直し、新たなビジネスモデルにも
挑戦して参ります。 

皆様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】⾼橋元ガバナー補佐、ツェレンサンブー・マンドハイさん、 
ようこそ花巻 RC へ。また今度モンゴルの写真等を映しながらのスピーチ
をお願いします。晴⼭君卓話ありがとうございます。朝のトイレ掃除、どこ
かでやりましょう。  
【藤原喜⼦君】本⽇は、マンドハイさん、⾼橋嘉信様、花巻 RC に来てい
ただき、お 2 ⼈のお⼈柄にふれとても会話もはずみ、橋川会⻑、藤⽥副
会⻑、佐々⽊ガバナー補佐がとても嬉しそうでした。今⽇のメインテーブル
は、現役と元現役のガバナー補佐 2 ⼈いらして、はなやいでおりました。そ
して、晴⼭君も卓話お疲れ様です。これからの晴⼭さんに期待していま
す︕︕晴⼭さんとは、倫理法⼈会に私が今年 4 ⽉⼊会以来お世話にな
り、9 ⽉からは朝 5 時集合（午前 3 時半起き）でモーニングセミナー副
委員会もおおせつかり、これからも協⼒して頑張ります。 
【藤⽥勝敏君】例会移設準備、ポロシャツ作成、皆様、⼤変ご苦労様
です。私は 10/1 の佐々⽊ガバナー補佐杯の準備を進めております。 
現時点で当クラブからは佐々⽊ガバナー補佐、橋川会⻑、藤原幹事、
藤村副幹事、吉⽥さん、藤⽥が参加予定です。 
【⾼橋豊君】北上和賀 RC 髙橋嘉信さん、並びに⽶⼭奨学⽣ツェレン 
サンブー・マンドハイさんのご来訪を⼼より歓迎致します。モンゴルと⽇本 
の交流のかけ橋として、益々のご活躍を期待しております。 
【⾕村繁君】晴⼭さん、経営理念いいですね。お話ありがとうございました。 
【佐々⽊史昭君】本⽇は、晴⼭正基さんの会員卓話、⼈柄がにじみ出 
る素晴らしいお話をお聴き出来、⼤変勉強になりました。ロータリアンとし 
ての活躍を期待しております。⾼橋嘉信さんには、⽶⼭奨学⽣のツェレ 
ンサンブー・マンドハイさんを連れて当クラブにメーキャップしていただき、 
ありがとうございました。マンダさん、次回はもっとモンゴルのお話などを教え 
て下さい。 
【阿部⼀郎君】北上和賀 RC ⾼橋様には、何時もぬくまる⾷堂に協⼒ 
頂きありがとうございます。本⽇は、⽶⼭奨学⽣ツェレンサンブー・マンド 
ハイさんを花巻 RC に連れて来ていただき感謝致します。今後もよろしく 
お願い致します。晴⼭君の第 1 回卓話御苦労様でした。今後の活躍 
期待しています。 
【北上和賀 RC 髙橋嘉信君】何度となくお世話になったホテル花城が 
今⽉で最後とか・・・今⽇は北上和賀 RC でお世話しているマンダさんと 
出席致しました。 

 

 
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 

最後にコロナ関連の情報です。コロナは⾎中酸素濃度が低下することが 
知られていますが、ウイルスや細菌性の肺炎と違い、細胞内の脂肪が 
炎症に関連し、全⾝性の炎症であるサイトカインストームを起こすことで 
急速に重症化します。 

イスラエルの研究でフェノフィブラートという⾼脂⾎症治療剤がその抗ウイルス 
作⽤も相まってコロナの重症化を防ぎ、その研究の中では服⽤された⽅は 
死亡者が出なかったとされています。処⽅箋が必要なので医師に処⽅して 
いただくことが必要ですが、情報としてお伝えします。 
 では、ここらで会⻑の時間を切り上げて、元気な晴⼭君の卓話とマンダさんの 
ご挨拶の時間としたいと思います。 
楽しいお話を楽しみにしております。 
 
■ゲスト ⽶⼭奨学⽣︓ツエレンサンブー・マンダハイさん 
      カウンセラー︓⾼橋嘉信君(北上和賀 RC) 
⾼橋嘉信君︓2 年間のカウンセラーを引き受けました。 
岩⼿⼤学に留学されていたお兄さんの勧めで、岩⼿⼤学 
で学ぶことになったそうです。宮沢賢治への関⼼も深い 
ようですので、よろしくお願いいたします。 
マンダさん︓昔モンゴルにいたマンダハイという⼥王に因んだ 
名前を両親がつけてくれました。岩⼿⼤学⼈⽂社会学部 
3 年です。⼼理学を勉強しています。⼈間関係がどうすれば 
うまくいくかを研究しています。モンゴルでの 
挨拶は【センベノ】が「こんにちは」「おはよう」 
「こんばんは」を意味します。簡単なので覚えて 
⾒てください。⽇本で初めて学んだ詩が 
「⾬にも負けす」でした。宜しくお願いします。 


