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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,会長の時間 

8,本日のプログラム  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 

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 

 

Oct 

10月 19日 第 3249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 
・メジャードナー顕彰午餐会について 

【ガバナー事務所様】 

・ハイライトよねやま Vol.259 

【公益財団法人ロータリー米山記念奨学会様】 

・次年度地区組織役員・委員の就任依頼、委嘱状 

【第 2520 地区ガバナーエレクト  天沼 久純様】 

・2020-21 年度年次報告書 送付のご案内 

【第 2520 地区 2020-21 年度 ガバナー 伊藤智仁様】 
 

■今後の予定 
10 月 26 日 月間テーマ  
担当：社会奉仕大委員長 立花徳久君 
ゲストスピーチ  (株)家守舎 代表取締役 小友康広 様 

11 月 2 日 慶祝者スピーチ 
11 月 9 日 臨時例会場 《風の季》 夜例会 
ゲストスピーチ 花巻市地域おこし協力隊 坊迫舞香様 

 

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 12 日                     橋川会長 

 皆さんこんにちは。今日は花巻空港ビル銀河ルームでの 2 回目の例会です。本日はこの会場をご

提供頂いている空港ビルの高橋宏弥社長のゲストスピーチ、花巻市地域おこし協力隊の坊迫舞香

さんには 11 月 9 日の夜例会でスライド等を使ってお話し戴きますが、今回はご挨拶を頂きます。そ

して、例会場変更を機にご参加いただけるようになった、ロータリー歴 50 年の下坂大先輩にもお話

を頂く予定です。前回の例会では立ち上がって間もない花巻ＲＣの様子、参加会員に如何に楽し

んで貰おうかと贈り物にも工夫を凝らしていたこと等、先輩たちの楽しそうな様子を聞かせて戴いて、

私などは会社員ですのでロータリークラブの伝統            格式を壊さないことばかりを考え

ていましたが、「先人の跡を求めず、先人の                求めたるところを求めよ」という

ように遺された形ではなく、何を目指して                   おられたかロータリーの理想

を求めて参りたいと感じました。これからも                   色々とお話を聞かせて戴

ければ思います。 

今日はお三方にお話いただく予定で                  すので、先週の花巻南ＲＣ

の風の季さんでの初例会や先々週、仙台                 の江陽グランドホテルで開催

された米山奨学会研修会のお話は別の日に               させて戴くとして、その時に各

クラブの米山委員長に新しく立体的なデザインに変った米山バッチを預かりましたので、10 月の米山

月間のうちに稲田委員長にお渡ししたいと思います。では、お三方のスピーチも控えていますので、こ

れにて会長の時間を終わります。よろしくお願いいたします。 
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Rotary International

Hanamaki
Rotary　Club

■出席報告 10/12 会 員  33 名 出席者数  17 名 出席規定免除者 7 名 

  第 3248 回例会 出席率  58.6% 前回修正 68.9％  

※メーキャップ： 9/30(木)花巻空港ターミナルビル会場準備 吉田和洋君､ 

 鹿討康弘君、10/1(金)旅するピアノ マルカンビル移設 鹿討康弘君､ 

10/7(木)花巻南 RC 例会 橋川秀治君 

■本日のゲスト  

 

【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 

本日のメニュー 

チキンカツレツ 
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ゲストスピーチ② 

花巻市地域おこし協力隊    坊迫舞香様 
 本日は自己紹介ということで少しお話させて頂きます。出
身は滋賀県で学生時代に第 2650 地区（滋賀、京都、奈
良、福井）のローターアクトに所属しておりました。きっかけはア
ルバイト先がローターアクトの例会会場で、そこでお声をかけて
頂き大学の 4 年間、ローターアクトの活動を行い新しい扉を
開いて頂きました。そして、大学 3 年生の時 
にアルゼンチンへ留学しました。留学時代 
には自分の町の質問に対して答えること 
が出来ず、海外の方々は自分の町に誇 
りを持っており、とても恥ずかしい思いをし 
ました。帰国後、ローターアクトクラブでは 
会長を務めさせて頂き、愛郷心というス 
ローガンのもと地方のため活動を行なってまいりました。卒業
後、一旦メキシコに就職し、その後、東京で地方を活性化す
る会社へ就職しました。東京で修行をした後、滋賀県へ戻ろ
うと考えておりましたが、仕事の出張で花巻に訪れる機会があ
り、そこで花巻が大好きになり、その後、プライベートでも何度
も花巻を訪れ、9月からは花巻に住んでおります。今は地域お
こし協力隊という仕事に従事しておりますが、私は初めてのフリ
ーミッションと言う新しい形態で採用させて頂いております。私
はアウトドア、山や自然が大好きで、資源がたくさんある花巻
で何かビジネスをしたいと考えております。最後に私がローター
アクトでの活動を経験した後、守っている 2 つのことがありま
す。一つは「会合で拍手をする際はだれよりも大きな拍手をす
ること」もうひとつは「常に本物にふれなさい」以上、二つのこと
をロータリアンから教えて頂き、今でも実践しております。そし
て、ロータリーの活動の中で、メキシコを初め 3 回程、海外に
行かせて頂きました。本当に楽しいローターアクト生活でした。
また、機会があれば関わりたいと思っております。今後ともよろ
しくお願いいたします。 

■第 3249 回例会(10/12) ～概 要～ゲストスピーチ➀ 
岩手県空港ターミナルビル(株) 

代表取締役社長 高橋宏弥様 
本日は簡単な自己紹介、空港の状況に 

ついてご紹介させて頂きます。出身は石鳥谷 
町で小さい頃から空港には馴染がございまし 
た。現在 61 歳になりますが高校は盛岡で 
前職は県職員として 40 年弱務めてまいり 
ました。この会社には令和元年度より 
来ております。岩手県空港ターミナルビル㈱ 
の主な仕事は当建物の賃貸管理でございます。私どものお客
様はテナントの物販店や施設を利用している航空会社様、レ
ンタリースカー会社様等で、テナント管理を主な事業にしており
ます。主な株主は岩手県、盛岡市、花巻市、航空会社等で
ございます。最近の空港の利用状況は震災以降、名古屋便
の増便あるいは台湾、上海の国際定期便が就航され、利用
客は順調に右肩上がりで増加してまいりましたが、コロナの影響
を受けまして、昨年度は前年度の 7 割減まで利用客が落込み
ました。直近では全国のコロナ終息が近づきつつある中で徐々
に利用客も増えてまいりました。今回はこのまま順調に回復し
てほしいと考えております。今回のコロナ禍の中で特に感じたこと
は、これまでは飛行機を利用するお客様に中心となって当ビル
を利用頂いておりましたが、これからは地域の皆様と繋がりをも
って食事や買いもの、会議室の利用等を通して当施設に来て
頂くことが必要と考えておりました。今年は当社にとって設立 40
年の節目の年になりますが、何かやりたいなと考えていたところ、
佐々木さんに空港にピアノを置けないかとの打診がありました。
その後、鹿討さんと阿部さんと空港ピアノの話がトントン拍子に
まとまり、花巻ＲＣさんの例会会場として当施設を利用して頂
く運びとなりました。今後、更に皆様に食事であったり、買い物
であったり、ご利用頂ければ、ありがたいと考えております。今後
とも宜しくお願い致します。 

■ニコニコボックス           ニコニコボックス委員会                        

【橋川秀治君】 

本日は、当空港ビルの高橋社長と花巻市地域協力隊の坊迫 
さんを迎えて、当会場 2 回目の例会、準備作業は約 30 分を 
要しました。準備にご協力頂いた皆様ありがとうございました。 
【藤原喜子君】 
本日は、岩手県空港ターミナルビル代表取締役高橋宏弥様 
と、花巻市地域協力隊の坊迫舞香さんにゲストとして来て頂
き、誠にありがとうございます。会場を花巻空港ＶＩＰルームに
変更して 2 回目の例会がはなやぎました。そして、下坂さんも
直近で 3 回も連続で来ていただき、本当に嬉しいです☺ 
【藤田勝敏】 
現在、来年度（2022-23 年度）役員・各委員の体制につ 
いて、一部先輩方の皆様にご相談のうえ検討を進めておりま 
す。会報委員の対応（外部委託ｏｒ？）について頭を悩め 
ておりますが、基本的には従来どおりのスタンスを踏襲し、順番 
どおりにお願いしたいと考えております。皆様のご協力を宜しくお 
願い致します。又、夫人誕生祝、ありがとうございます。 
【高橋豊君】 
今日のゲストスピーチは、花巻空港ターミナルビル㈱の高橋社
長です。いわば大家さんですが、ご縁あって花巻ロータリークラブ
例会場として今後長くお世話になると思います。よろしくお願い
致します。又、夫人誕生祝、ありがとうございます。 
【佐々木史昭君】 
本日は、岩手県空港ターミナルビル㈱社長高橋宏弥様、花巻
市地域おこし協力隊 坊迫舞香さんのスペシャルゲスト 2 名を
迎えての例会、久しぶりに下坂和臣会員の卓話もあり、大変
内容の濃い充実したものでした、関係者みなさまのご尽力に感
謝申し上げます。 
 

会員スピーチ Ｐａｒｔ2③ ～概要～  下坂和臣君 
 前回の例会に久しぶりに出席させて頂きましたが、岩手に来て 50

年ということで少し舞い上がってしまいました。その際、存じ上げている

ロータリアンが非常に少なく、時の移り変わりにびっくりしております。そこ

で、本日は皆様にとけ込んで頂くために私の自己 

紹介をさせて頂きます。私は広島県の出身で 

岡山県境の誠之館中学校卒業です 

終戦になる頃の中学生時代は、動員させられて 

工場で兵器の部品を作っておりました。その時、 
広島に爆弾が落ちたとの話が伝わってきましたが、 
終戦間際には家が全焼し消失しました。その後、広島県に就職し 
林業専門の部署で仕事に従事しながら、いかに産業を育てるか、収入

を増やすか考え、行動してまいりました。地域の組合員の生活を良くす

るために、組合の合併にもあたってまいりました。私が日本で初めて合

併にあたったと思っております。東京事務所にも 4 年間おり、政治、行

政の裏表を勉強させて頂きました。常に地域、県民のために頑張ってき

た気がします。現在は㈱泉商店を中心に 10 社位の会社を経営して

おります。社員は 300 名程おりますが、皆様にお世話になりながら頑

張っている一人でございます。今後とも、どうぞ宜しくお願いします。 

 
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 

10 月ぬくまるフードパントリーは 21 日(木)開催です。 
ご協力をお願い致します。 
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