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Oct 

10月 12日 第 3248回例会  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 
RI 第 2520 地区内インターアクトクラブ年次大会 
代替事業における「参加記念品」について  

【第 2520 地区ガバナー 鈴木俊一様】 
10 月ロータリーレート ＄１＝112 円 

【ガバナー事務所様】 
 

■今後の予定 

10 月 19 日 3249 回 会員卓話 

医療法人ほがらか会もとだて病院院長 高橋典克君 

10 月 21 日ぬくまる食堂 フードパントリー 

10 月 26 日 3250 回 月間テーマ ゲストスピーチ 

担当：社会奉仕大委員長 立花徳久君 

(株)家守舎 代表取締役 小友康広様 

11 月 3 日 3251 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  10 月 5 日                     橋川会長 

皆さんこんにちは。今日は花巻空港ビルの銀河ルームでの初例会です。例会場のセッティングを鹿討会
場監督、吉田委員長、藤田エレクト、藤原幹事はじめ会員の方と一緒に手作りでやりました。例会用
に備品や机をセットするとやはり手狭感はぬぐえませんが、試行錯誤しながらやっていきたいと思います。 

さて、先週は火曜日にホテル花城お別れ夜例会、金曜日に第 2 分区花巻・北上地区 G 補佐杯ゴ
ルフコンペ、日曜日に米山奨学会研修会と続きました。ご参加の皆様お疲れ様でした。 

ゴルフは生憎の雨模様では                          ありましたが、9 時 36 分の
スタート時には弱雨になり                             その後も続きましたが、 
むしろ暑くなくて楽しいゴルフ                           となりました。花巻 RC は
佐々木 G 補佐、藤原幹事                           藤田エレクト、藤村副幹事、
吉田委員長、地蔵堂君に                            私の 7 名で参加。団体戦
最下位の予想を跳ね返し、                           ５チーム中 4 位。地蔵堂君
は 11 回目にして初の 100                            切り。そしてあわや用意した
G 補佐賞を自分でとって                             しまう程の好スコア 81 で 
ベスグロの佐々木 G 補佐の                            活躍が光りました。 

私は偶然 30 センチ強で                           人生初のニアピン賞を取った
のですが、続くパットを外し、その後笑いのネタを提供出来ました。個人優勝は北上和賀 RC の高橋範
行君、団体戦も北上チームが優勝して北上勢の完勝となりました。次回の北上主催も決まり、今後の
花北の連携に向けて大成功のコンペだったと思います。 

G 補佐杯の素晴らしい準備に加え、28 日の会員増強のフォーラムも素晴らしい話で大活躍の藤田
エレクトに心から感謝致します。また、夜例会の余興で各年代の青春を彩る思い出の洋楽の名曲メドレ
ーで愉しませてくれた立花君の素晴らしい選曲にもしびれました。 

また、下坂大先輩のスピーチで花巻 RC の立ち上げ十数年当時の方々が年齢や地位に関わらず、
進んで会場準備に勤しまれていたお話は手作り例会の準備作業へ不安を抱えている私を絶妙のタイミ
ングで励まされた気持がして、感動致しました。 
 

District2520

Rotary International

Hanamaki
Rotary　Club

■出席報告 10/5 会 員  33 名 出席者数  20 名 出席規定免除者 7 名 

  第 3247 回例会 出席率 64.5％ 前回修正 70.9％  

※メーキャップ： 10/1(金)佐々木ガバナー補佐杯コンペ 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 

藤村弘之君・吉田和洋君・地蔵堂友信君 

10/2 米山奨学会セミナー 仙台江陽 GH 橋川秀治君 

■本日のゲスト  
岩手県空港ターミナルビル(株)高橋宏弥社長様 

花巻地域協力隊 坊迫舞華様 

 

【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  

■本日のプログラム      例会進行：会場監督 

2021-22花巻ロータリークラブ会報 
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慶祝者スピーチ 谷村繁君(会員誕生) 

10 月はリブラ。天秤座のボクはバランスに関心が高いよ
うです。今月、上米町一丁目竿燈会代表の貴志冬樹 
さんからプレゼント、素敵なカレンダーをいただきました。 

竿燈会メンバーの集合写真が画面 
一杯に広がり、皆さんで「コロナに負 
けるな！ がんばろうニッポン！」の 
スローガン幕を持っています。 
とても勇気をいただきました。しかも 
このカレンダーは８月から始まって 
います。来年の開催に向けての 
すごい意気込みを感じました。 

貴志さんは２０歳のときに妙技会でチャンピオンになられ
た２０代の方です。三才（天・人・地）のバランス。セロト
ニン（健康）とオキシトシン（人間関係構築）の脳内分
泌の上でドーパミン（ゴール達成）が大活躍。これら両面
から竿燈に興味を持ちました。 
 

■ニコニコボックス           ニコニコボックス委員会                        
【橋川秀治君】今日から、新しい例会場。物品の調達から会場の準

備まで鹿討会場監督、吉田委員長、ありがとうございます。準備をどう

分担するか、これから考えたいと思います。下坂大先輩、入会 50 年

おめでとうございます。どうかこれからもお元気で我々をご指導下さい。 

【藤原喜子君】本日は、ロータリー在籍 50 年の下坂さんをお迎えして

の、花巻空港銀河ルームにての 10 月の初例会。記念に残る第 1 歩

になりました。ホテル花城から新例会場への移動、段取りに際しまして

は、鹿討さんと吉田さんに尽力いただきました。本当に有難うございま

した。10/1 は、佐々木史昭ガバナー補佐杯ゴルフコンペ参加させて

頂きました。藤田幹事、準備から当日の運営ありがとうございました。

雨の中でしたが、同じチームで藤田さん、吉田さん、藤村さんに励まさ

れながら、何とか最後までまわれて感謝です！ 

【藤田勝敏君】本日は来客の為、途中退席させて頂きます。

10/1(金)は雨の中、佐々木ガバナー補佐杯、大変ご苦労様でした。

スタート前、ゴルフバック一式が紛失し、貸クラブセットでのスタートとな

り、散々の一日でしたが、皆様の御協力のもと、無事、イベントを終了

することができました。大会幹事として皆様へ感謝申し上げます。 

【三田望君】NEW 例会場。記念すべき第一回目となりました。目先

が変わり新鮮です。たまには密もいいですね。下坂さん、在籍 50 年お

めでとうございます。会員の励みになります。 

【高橋豊君】例会場が空港に移り、第 1 回目の記念すべき例会に出

席できて嬉しく思います。橋川会長はじめ関係者の皆様のご努力に

敬意と感謝を申し上げます。 

【上田穣君】たぶん、結婚してから 43 年になるのではないでしょうか。

なんて他人事のようですがあっという間の年月でした。実を言うと、結婚

してからは 43 年ですが、知り合ってからは 53 年になるのです。あらた

めて早いものです。 

【谷村繁君】誕生日祝いありがとうございます。新会場、空気抵抗少

なく上昇気流で参りましょう。本日も鹿討会場監督、藤原幹事に感

謝します。 

【稲田典之君】いわて花巻空港ターミナルビルでの初例会を記念し

て。また下坂さんのロータリー歴 50 年おめでとうございます。ついでに、

妻の誕生祝いありがとうございます。 

【阿部一郎君】空港ターミナルビルでの初例会です。こじんまりした感じ

で密な例会になるのではと期待します。 

 

 

 
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 

本日はその坂下先輩の入会 50 周年の慶祝の例会です。ご出席頂きとても嬉しく感じ
ます。それにしても来年の 3 月 11 日で 91 歳と聞いて驚きました。 
生涯現役の秘訣があるのなら、慶祝のスピーチでご披露頂きたいと願っています。 
ご入会された 50 年前と言えば、花巻 RC 奨学生制度が始まった頃ですし、会長をされた 

1986 年は花巻 RC 杯少年親善バレーボール大会が 
始まった年です。 
今でも花巻 RC が誇る主要事業であり、 
地域と若者の育成を願われた 
先輩方に心から感謝申し上げます。 

 

【佐々木史昭君】先週金曜日、ガバナー補佐杯ゴルフコンペが 8 組

30 人の参加をいただき悪天候のもと、賑やかに行われました。花巻

から橋川会長、藤原幹事、藤田エレクトはじめ 7 名が参加し、団体

戦は北上・北上和賀連合チーム含め 5 クラブ中 4 位でした。決算残

金の 5,960 円をボックス致します。 

【佐々木史昭君】昨日は、当社の創立記念日で、会社は休日、ボラ

ンティアを募って 68 名で、市内の橋梁の清掃・点検等を行いました。

このボランティア活動を始めて 21 年目になります。今日は所要のた

め、途中で退席させていただきます。 

【立花徳久君】空港での初例会です。環境が変わると気分も変わり

新たな気持ちでガンバロー．．．．気持ちが先走る私でした。 

【吉田和洋君】年バッチありがとうございます。何とか 14 年。今日から

新しい会場で心機一転新たな気持ちで頑張ります。空港も大好きな

ので楽しみです。先日のガバナー補佐杯コンペ、雨の中ご苦労様でし

た。今年のベストスコアでした。 

【鹿討康弘君】花巻空港 VIP ルームでの初例会です。不手際もあろ

うかと思いますが、まだ在籍 9 年目の新人ですのでお許し下さい。ロー

タリークラブ活動が主流になっており、佐々木ガバナー補佐からも「本

業大丈夫？」と心配されております。楽しみながらやっていきます。 

【藤村弘之君】空港初例会記念です。ロータリーのゴルフ楽しませて

いただきました。雨でも終われば気にならない思い出です。10 月 11

日は平日です。オリンピックで移動してるのです。 

【市村律君】10 月 23 日で結婚 26 年目を迎えます。生チョコのケ

ーキ、ありがとうございました。メタボに気をつけながら妻といただきます。 

 
 

■第3247回例会 慶祝者スピーチ下坂和臣君(在籍50年) 

急でしたので、思いつくままにお話しします。 
50 年前に広島から岩手に参りました。 
遠野の会社が母の弟が経営していたという 
こともあり、体調が悪いので応援してほしい 
ということで、肉親でありますので仕事を 
辞めて岩手での生活が始まりました。 
その叔父である社長がロータリーに熱心で、 
泉商店グループで多い時には 6 人遠野 RC に入会し活動して 
おりました。ロータリーに入り色々な方に教えをいただきました。 
故宮澤啓佑さんのお父様からは、人を知るのにはロータリーはと
ても良い団体であり、メーキャップはどんどんして、そうすれば普
通では会えない方とお会いできるし、お話しできるよと頻りに言
われておりました。また出席を厳格に重んじておりました。ロータ
リーが楽しくなるように考え行動していたことを記憶しておりま
す。機械的ではなく皆が楽しく喜んで出席できるような企画・例
会運営をお願い致します。新しい会場に出席できて光栄です。 

本日のメニュー 

レストラン安比 

渡辺店長様 

和風おろしハンバーグ 
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