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
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9 月 28 日 第 3246 回例会 2 部構成
ホテル花城閉館お別れ会夜例会 感謝の会

■本⽇のプログラム

例会進⾏︓会場監督

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,会⻑の時間
6,本⽇のプログラム
ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ 『会員増強について』
藤⽥勝敏君
7,委員会報告等
8,幹事報告
9,ニコニコボックス(なりゆき)
10,連絡事項
11,閉会点鐘
〜記念撮影〜
■出席報告
第 3245 回例会
※メーキャップ︓
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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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33 名
67.8％

感謝！ホテル花城の皆様
ありがとうございました

★例会 第 2 部ホテル花城閉館お別れ会
親睦委員会
⾳楽の⼣べ ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ⽴花徳久君

■幹事報告

出席者数
前回修正

なし
19 名
71.4％

出席規定免除者 7 名

9/15 空港ターミナルビル 銀河ルーム打合せ
⿅討康弘君・吉⽥和洋君
9/16 空港ターミナルビル レストラン安⽐打合せ ⿅討康弘君・吉⽥和洋君
9/19 市内３RC 会⻑幹事コンペ 『盛岡南 GC』佐々⽊史昭君・橋川秀治君・藤原喜⼦君・藤⽥勝敏君
市内３RC 会⻑幹事会

■会長の時間

『⼀平』佐々⽊史昭君・橋川秀治君・藤⽥勝敏君

9 月 21 日

橋川会長

本⽇は笑顔で会⻑の時間に臨んでいます。19 ⽇（⽇）素晴らしいお天気に
恵まれ、３RC 会⻑幹事と佐々⽊ガバナー補佐、そしてガバナー補佐杯の幹事の
藤⽥エレクトの 8 名で盛岡南 GC をラウンドしたのですが、2 年ぶりで⼤たたき覚悟
だったのにメンバーに恵まれ、ミートだけと割切ったら思いがけず 100 強のスコアでした。
藤原幹事も後半は調⼦を上げ、10 ⽉ 1 ⽇のガバナー補佐杯に向けて良い予⾏
練習になりニコニコです。
その後の会⾷も⽴花君の紹介を受け、⼀平で⾏いました。17 時からのスタートで
1 時間半くらいと思ったのですが、盛り上がって帰りは 8 時前になっておりました。
ゴルフと⾷事は急速に距離を近づけてくれるもので、今後の３RC の連携が非常に
楽しみになっています。
10 ⽉ 1 ⽇のガバナー補佐杯ゴルフコンペも現時点で北上からの 6 名と合わせて、
全体では 8 組 30 名がエントリーしており、なかなかの⼤会になりそうです。
流⽯に昨⽇は疲れが出て、午前中は休んで、午後はマルカン⼤⾷堂で家内と⾷事、買い物の後、体を動
かそうと清⽔寺と⽔分神社まで夫婦サイクリング。ペダルを漕ぐ先に⿊い煙が⾼く上がり始めたと思うと、消防⾞
のサイレンが鳴り、⼤きな⽕事が起きたと分かりました。今朝の新聞を⾒ると太⽥の⽅の⺠家と作業⼩屋の⽕
事との事でしたが、⼈的な被害はなかったようです。⼀⽅でその少し前に不動のアパートでも⽕災が起きてお
り、こちらは犠牲者が 1 名出たとの事でご冥福を祈ります。空気が乾燥する季節、気を付けたいものです。
さて、本⽇は仲秋の名⽉で予報では雲はあるものの「お⽉⾒」は出来るようです。佐々⽊ガバナー補佐はゴ
ルフの翌⽇に三⽯⼭に登られ、Facebook に⾒事な紅葉の写真をアップされていました。キノコ仲間からはマツ
タケ採取の報告が続々と続いており、⼭の季節はもう秋本番のようです。そして花巻東⾼校は秋季東北地区
⾼校野球県⼤会の決勝で久慈を 19 対 9 で下し優勝しました。滝⽥同窓会⻑おめでとうございます。10 ⽉
7 ⽇からの⻘森県での東北⼤会でも頑張って欲しいものです。その花巻東の先輩の⼤⾕祥平選⼿が世界に
影響⼒のある 100 ⼈に選ばれました。昨⽇の登板では 2 失点 10 三振と健闘するも味⽅の援護がなく、
10 勝ならず。次回、是非 2 桁勝利、2 桁本塁打の記録を打ち⽴てて欲しいものです。
新しい例会場の⽅も⿅討会場監督と吉⽥委員⻑のお陰で着々と準備が進み、12 ⽇には花巻空港ビルの
⾼橋社⻑、そして花巻地域おこし応援隊でスペイン語が堪能な坊迫さんをゲストに迎えることも決まりました。
24 ⽇はフードパントリー58 世帯だそうです。
（裏⾯へつづく）
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会長：橋川秀治
幹事：藤原喜子
会長 E：藤田勝敏
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そして、ホテル花城の昼例会も本⽇で最後、28 ⽇は夜例
会で現在 17 名のエントリーという状況です。多くの会員の皆
様と共にこの例会場と⽀えて下さったスタッフの皆様に感謝を
伝えお別れしたいと思います。
本⽇のプログラムは雑誌・広報委員会の⾕村委員⻑よ
り、ロータリーの⽉間テーマ「基本的教育と識字率向上」に因
んでケニアでの体験話を聞かせて戴け
るようで、ここらで会⻑の時間を切り
上げます。⾕村委員⻑、
どうぞよろしくお願い申し上げます。

ホテル花城
最後の昼食メニュー

天ぷら定食

■第 3245 回例会(9/21) 〜概 要〜

⽉間テーマ 【基本的教育と識字率向上】
雑誌広報委員⻑ ⾕村繁君

40 歳のときにケニアに参りました。
両替とショッピング、サファリゲームズ、マサイ部落
の訪問ののち、JETRO のナイロビ事務所⻑
から講話をいただきました。今でも三点記憶
しています。アフリカ諸国を⽀援したい。
アフリカ諸国の中でまともな必要書類を作れる
のはケニアぐらい。⼿助けするも、⾃ら識字率を
向上させて、⼈々が更に⾃⽴を望む。このような
感じでした。いいビジョンづくりが望まれます。
ロータリープロジェクト戦略では
世界には⼦どもたちが基本的な教育を受けられず、成⼈が⼗分
に読み書きできない国や地域があります。そうした地域で基本的
教育を提供し、識字率を上げれば、そのほかの諸問題の解決
（貧困の削減、健康状態の改善、地域社会と経済の発展、
平和構築など）の糸⼝をつかむことができます。「基本的教育と
識字率向上」は、ロータ リーの 6 つの重点分野の⼀つとなってい
ます。

■今年の 『賢治祭』 について
佐藤良介君
私が理事⻑を務めております宮沢賢治記念会が主催し、
賢治の命⽇である 9 ⽉ 21 ⽇に桜町の賢治詩碑
前で開催予定としていた『賢治祭』は、残念ながら
新型コロナウィルス感染症拡⼤防⽌の観点から
2 年連続でやむなく中⽌とし、献花をスタッフのみ
で⾏うこととしました。通常であれば、詩の朗読や、
賢治作品の歌の合唱、野外劇などが⾏われており
ます。
来年こそは盛⼤に開催できることを願っております。
■今後の予定
10 ⽉より例会場が花巻空港ターミナルビルになります
10 ⽉ 5 ⽇ 3247 回 慶祝者スピーチ
10 ⽉ 12 ⽇ 3248 回 【変更】昼例会
ゲスト︓岩⼿県空港ターミナルビル(株)⾼橋社⻑様
花巻地域協⼒隊 坊迫舞華さん
10 ⽉ 19 ⽇ 3249 回 クラブフォーラム ⽉間テーマ
社会奉仕⼤委員⻑ ⽴花徳久君

■ニコニコボックス

ニコニコボックス委員会

【橋川秀治君】⾕村さん、素晴らしい卓話ありがとうございま
す。グルージャの牟⽥選⼿のパス・ア・ボールプロジェクトのボー
ル贈呈先もアフリカだそうで、⼀回は⾏ってみたいものです。賢
治記念会、おめでとうございます。
【藤原喜⼦君】先週の⽇曜は、会⻑幹事ゴルフ懇親会はお
天気にも恵まれ、藤⽥会⻑エレクト、花巻北佐賀幹事、花
巻南の佐々⽊幹事と同じチームで、切磋琢磨、皆さんに暖か
く⾒守っていただきながら励ましていただき、18 ホール廻り切れ
ました。後半は少しは⾒れるスコアになり、感謝しかありませ
ん。昨⽇、今⽇と⾒事に筋⾁痛です
【藤⽥勝敏君】9/19(⽇)市内会⻑幹事ゴルフコンペに参加
させて頂き、⼤変ありがとうございました。9/28(⽕)の夜例会
の前⽇に 2 回目のワクチン接種があり、無事出席できることを
祈っております。
【⾼橋豊君】花城での例会も、来週のみとなり寂しくなりました
ね。本⽇は貴重な例会ですが、早退させて頂きます。申し訳
ございません。
【三⽥望君】先週はＲＣの例会をさぼって、北の最果て知床
へ⾏って来ました。兄弟 3 ⼈での年⼀回の旅⾏でした。命の
洗濯をして参りました。
【⾕村繁君】識字率向上の話の機会ありがとうございます。
【稲⽥典之君】お陰さまで⿃⾕崎神社例⼤祭も好天に恵ま
れ、滞りなく厳粛に執り⾏われました。みな様に感謝申し上げ
ます。
【佐々⽊史昭君】昨⽇、秋の快晴のもと、岩⼿⼭の⻄にある
三ツ⽯⼭の登⼭を致しました。岩⼿県で⼀番早くきれいな紅
葉が⾒れる⼭として有名で、多くの登⼭客で賑わっていまし
た。「三密」密⽯⼭だな︕と冗談を⾔いながら、往復 5 時間、
距離 10 ㎞、⾼低差 500ｍの⼭⾏を堪能いたしました。
【阿部⼀郎君】⽇曜⽇、好天に誘われて紫波から宮守そして
東和と松茸を買うべくドライブをしていました。ほとんど売り切れ
ていて、最後の東和町のきのこのおいよでゲットする事が出
来、昨⽇は松茸ごはんの今年の初物を頂く事ができました。
本⽇は、⾕村さんの卓話興味深く拝聴させていただきました。
ナイロビに泊まった事があったんですね。【⽴花徳久君】
本⽇は早退させていただきます。最後の昼例会、最後迄居
れなくて残念です。
【吉⽥和洋君】19 ⽇に⻑⼥の結婚式（東京）の予定でし
たが、緊急事態宣⾔下でしたので、1 ヶ⽉前に延期と苦渋の
決断をしました。いつになるのかはまだ決まっておりません。本
⼈達が⼀番つらかったと思いますが、コロナの⾒通しがついた
ら、にぎやかに⾏えると思います。
【藤村弘之君】昨⽇、⾞ 3 台とバイク 2 台で
ツーリング。岩洞湖から岩泉、遠野まわって
帰ってまいりました。300 ㎞以上のツーリング
で疲れました。まつたけは買いましたが、
ほとんど売り切れでした。
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