
 

 13/45 

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 

Oct 
10 月 5 日 第 3247 回例会 月初め 月間テーマ 地域社会の経済発展 

日本の月間：  米山月間 

■幹事報告 
・第 2520 地区ガバナーエレクト事務所開設のご案内 
・次年度クラブについてのお伺い 
【以上 2 件第 2520 地区ガバナーエレクト天沼久純様】 
・10 ⽉のロータリーレート ＄１＝112 円 

【ガバナー事務所様】 
 

■今後の予定 
10 ⽉ 12 ⽇(⽕) 昼例会 
ゲスト︓岩⼿県空港ターミナルビル(株)⾼橋宏弥社⻑ 
     花巻地域協⼒隊 坊迫舞華さん 
10 ⽉ 19 ⽇(⽕)クラブフォーラム 

⽉間テーマ︓担当/社会奉仕⼤委員⻑ ⽴花徳久君 
 

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  9 月 28 日                     橋川会長 

本⽇は多数の会員の皆様が参加されてにぎやかな例会です。親睦委員⻑のサプライズも本当にあり
がたいことです。先週のぬくまるフードパントリーにも会員、菊の会、社協の皆さん、ボランティアの⽅々が
参加され、無事開催出来ました。今回は⽞関に賞味期限切れの訳あり品を並べて選んでもらう形式を
⿅討さんの発案で⾏いましたが、久しぶりに⼦ども達の喜ぶ顔が⾒られました。⼦ども⾷堂も何とか再開
したいと思いを新たにしました。 

暗くなってからの⽚付けで、ごみ置き場の             間違いというアクシデントもありました
が、藤原幹事が菓⼦折りを持って挨拶をされた           ことを知り、素晴らしいお⼈柄に感⼼
致しました。 

後ろにあるポスターはガバナー事務所の              発案であともう少しに迫ったエンドポリ
オの活動を推進するために各クラブの会⻑が            モデルになるように指⽰があったもの
で、お恥ずかしい限りですが、ご容赦ください。 

さて、⻑年例会場としてお世話になった              ホテル花城での最後の例会です。ホ
テル花城は 1978 年、私が 10 歳の時に開業し、結婚式や数々の会合に美味しい料理が華を添えて
くれました。それが、新型コロナによって県外からのビジネス客が激減し、客室営業を取りやめ、⼈気のレ
ストランと宴会部門のみで営業を続けられましたが、度重なる⾃粛要請に宴会需要も回復せず、営業
を終了されることになりました。花巻 RC は 1987 年にやぶ屋から例会場を移して 34 年お世話になりま
した。今宵は⽴花君がアンプとスピーカーを持ち込んで名曲紹介をしてくれる余興もあります。花城の最
後の⾷事を頂きながら、数々の思い出を作ってくれたホテルとスタッフの皆様に感謝しつつお別れ会を⼀
緒に楽しみたいと思います。ありがとうございました。 
 

■出席報告 会 員  33 名 出席者数  20 名 出席規定免除者 7 名 
  第 3246 回例会 出席率  68.9％ 前回修正 75.8％  

※メーキャップ︓  
9/24(⾦)ぬくまるフードパントリー︓橋川秀治君・藤原喜⼦君・稲⽥典之君・三⽥望君 
吉⽥和洋君・阿部⼀郎君・藤⽥勝敏君・藤村弘之君・⿅討康弘君・市村律君 

本日より例会会場が変わりました 
いわて花巻空港ターミナルビル 2 階 銀河ルーム   

11：30 理事会 12：30 例会開会 13：30 閉会 

■本日のゲスト  なし 

★10/1 佐々⽊ガバナー補佐杯コンペ結果(⾬/30 名) 
5 位吉⽥和洋君・6 位藤⽥勝敏君・7 位佐々⽊史昭君 
11 位地蔵堂友信君・22 位橋川秀治君 28 位藤村弘之君 
30 位藤原喜⼦君【ベスグロ賞佐々⽊史昭君】 �団体戦 4 位  

2021-22花巻ロータリークラブ会報 
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              隣の会場におられた下坂会員が 
              お顔を出され、ロータリーの 
              思い出や思いをお話されました 
              昔は皆で会場を設営していた 

お話は新鮮でした。 
              そして GSE でつながった 
              会員のお三⽅・・・。 

■ニコニコボックス           ニコニコボックス委員会    
【下坂和⾂君】隣の会場でしたが、お顔を拝⾒しに参りました。 
ホテル花城には例会以外も沢⼭の様々な思い出があります。 
【⾼橋豊君】ホテル花城さんには 40 年以上お世話になりまし
た。⼀番記憶に残っていることは、ＪＣの理事⻑になりたての
新年交賀会（商⼯会議所主催）で、年男 36 才でスピーチ
をしたことです。花巻ロータリークラブの花城での例会も最後に
なりましたが、多くの皆さんに感謝したいと思います。 
【三⽥望君】⼤変残念ですが、最後の花城例会となってしまい
ました。永年に渉ってお世話になりました。⼦供の結婚披露宴
や様々な催しでのことが思い出されます。感謝です。 
【佐藤良介君】1987 年 9 ⽉ 1 ⽇から例会場がやぶ屋から 
ホテル花城に変更になりました。以来 34 年 1 ヶ⽉の⻑い間ホ
テル花城さんには、例会場として⼤変お世話になりました。いろ
いろ思い出があり、今⽇でお別れするのが寂しい気持ちでいっぱ
いです。これまでの花巻ロータリークラブに対するご⽀援に⼼から
感謝いたします。どうもありがとうございました。 
【上⽥穣君】『はぁ〜〜〜』いよいよホテル花城での最後の例会
となるのですか。我が家のマゴたちにとっても、ホテル花城でのクリ
スマス会の思い出が強いようです。最近はグランシェールでのクリ
スマス会となってきましたが、やっぱクリスマス会はホテル花城での
思い出がたくさんあります。ありがとうホテル花城︕︕ 
【滝⽥吉郎君】ホテル花城さん、⻑年ありがとう。東町内会も
感謝しています。 
【稲⽥典之君】ホテル花城様、永い間ありがとうございました。 
ロータリー例会・結婚式・年祝い・各種会議等、お世話になりま
した。社員のみな様の御健勝をお祈りします。 
【佐々⽊史昭君】先週、岩⼿県鉄構組合理事⻑を 3 年半
務めた私に、中⼩企業団体中央会岩⼿県⼤会において、 
岩⼿県知事表彰を授与いただきました。まだまだ若輩ものと 
思っておりますが、ありがたく頂戴致しました。これからも地道に
精進して参りたいと思います。 
【阿部⼀郎君】最後の例会となりました。ホテル花城さんには、
公私ともに⼤変ありがとうございました。 
【⾼橋典克君】最後のホテル花城になり、とても悲しいです。 
沢⼭の思い出があり残念でなりません。ロータリークラブ、ＪＣ、
医師会等でたいへんお世話になりました。有難うございました。 
【⿅討康弘君】本⽇、花城での最期の夜例会。今年度、最多
の 20 名参加です。半導体不⾜で業績は横ばい、体重は右
肩上がり。酸素カプセルもトランポリンもダイエットには効果なし。
⽴花さん本⽇の仕込みありがとうございました。 
 

 

 
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 

■10 ⽉ 慶 祝  
会員誕⽣︓ ⾕村 繁・前⽥ 毅 
在籍年表彰︓下坂和⾂(50)・伊藤誠⼀郎(19)・吉⽥和洋(14) 
         ⿅討康弘君(9) 
夫⼈誕⽣︓⾼橋美加⼦(典克)・稲⽥久美(典之) 

笹⽊修⼦(賢治)・藤⽥⼗志⼦(勝敏) 
結婚記念︓上⽥穣/昌⼦・市村律/⾹⼦・⼩原紀彰/洋⼦ 

【敬称略】 
 

【⽇時】令和 3 年 9 ⽉ 24 ⽇(⾦) 集合 14︓00 
引き渡し 16︓45〜19︓15 解散 19︓15 

【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 7 名 
花巻市社協 5 名/ボランティア 2 名(橋川夫⼈/奥州市⿊沢様) 
------------------------------------------------ 
【申し込み世帯】 58 世帯  【⽞関先でのお渡し】 
・当⽇ご利⽤ 58 世帯 (継続 57 世帯／新規 1 世帯)  
生協・中央水産・JAいわて花巻・インクルいわて・岩手雪運・むすびえ 

エヌワイエス・めし屋たかはし・やまそう・ファミマ鍋倉・七⼗七銀⾏ 

焼⾁冷麺ヤマト・コープ花巻あうる・農花ｱｸﾞﾘｳﾞｨｰﾉ・こどもの居場所 NW 

【敬称略】他多くの企業・団体・個人様から善意の提供を 

いただいております事に感謝申し上げます。 

 

第 2 部 ⾳楽の⼣べ 
⾼橋豊君の感謝の乾杯で第 2 部をスタートし、⽴花ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ
選曲によるオールデイズナンバーを、⽴花さんの⾳響機材で、
曲の解説も拝聴しながら、楽しい時間を過ごしました。 
会員の皆様には懐かしいナンバーの数々、最後はホテル花城
がオープンした当時に流⾏っていたナンバーを閉館を惜しみなが
ら聴き、最後は上⽥穣君による万歳三唱で、惜しみながらホテ
ル花城での最後の例会を閉じました。そして⼀部の⽅々は 2 次会へ・・・ 

■第 3246 回夜例会(9/28) 〜概 要  第 1 部 
会員増強委員長 藤田勝敏君によるクラブフォーラムを行

いました。 

テーマは「会員増強・維持について」 

１、橋川会長の方針 

２、当クラブの現状 

３、会員増強委員の役割 

４、今後の活動方法 

５、持続可能なクラブ活動を展開するためには 

書籍「ロータリークラブに入ろう」の中から紹介も交え、

自身が作成した分析資料を基にお話しをいただきました。 

会報 Bulletin 制作編集︓会報委員会 委員⻑ 吉⽥和洋・副委員⻑ 藤⽥勝敏 

おめでとうございます 

例会を支えていただいたホテル花城スタッフの方と
記念撮影 


