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1,開会点鐘   
2,国歌斉唱            
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,会長の時間 
8,慶 祝       バースデーソング 
9,本日のプログラム 
  米山奨学会委員長 稲田典之君 

  慶祝者スピーチ 
10,委員会報告等 
11,幹事報告 
12,出席報告 
13,ニコニコボックス 
14,連絡事項 
15,閉会点鐘 

■本日のプログラム      例会進行：会場監督 

 

Oct 

11月 2日 第 3251回例会 月初め 月間テーマ ロータリー財団 
特別週間：世界インターアクト (11/5 を含む 1 週間)   

 

■幹事報告 
・令和 3 年度市民憲章運動実践活動表彰に係
る被表彰者の決定について 
〔花巻市市民憲章推進協議会 会長 三田望様〕 
・事務所及び担当者変更のお知らせ 

〔白石 RC 様〕 

 

■今後の予定  ※会場にご注意ください。 
11 月 9 日 3252 回 夜例会 会場：風の季 

ゲストスピーチ：花巻地域おこし協力隊 坊迫舞香様 

           いわてグルージャ盛岡  福田・牟田様 

担当：国際奉仕委員会 三田望君・佐々木史昭君 

11 月 16 日 3253 回 昼例会 会場：風の季 

  講師：地区ロータリー財団委員長 小野寺則雄君他 

担当：花巻ロータリー財団委員長 佐藤良介君 

11 月 23 日 勤労感謝の日 祝日休会 

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 

■第 3250 回会長の時間  10 月 26 日                               橋川会長 
皆さんこんにちは。今日は雨の中、お疲れ様です。先週はフードパントリー、お疲れ様でした。スタッフ

数が少ない中で通常開催でしたが、鹿討さんが利用者の方に運び手となるお子様同伴を呼びかけてく
れたことが功を奏し、久々に触れ合いを持ちながら無事開催出来ました。ただ、利用者の方で終了時
間になっても引き取りに来られない方がいらっしゃったので、鹿討さんが電話をしたところ、理不尽な言葉
を返されるという悲しい事態もあり、次回より連絡なく終了時間または予約時間後 30 分までに来ない
方は受け取りの権利を失うというルールを設けることました。利用者の方にもスムーズな運営に向け、協
力を願うものですが、一方で社協さんからは              ご病気や障害によって困難を抱えて
いる方への配慮をお願いしたいとの意見も              あり、事前に情報を共有して対応し
たいと考えています。受付、準備、寄付集め、             発注、運搬、片付け等、鹿討さん
を始め皆様大変だと思いますが、今日配布             された報告書にある利用者からの感
謝のメッセージを力にして我々も頑張って               いきたいと思います。 
  

先週末、元ロータリアンで、1982 年に               下坂幹事とタッグを組んで花巻 RC
の会長を務められた佐々木義雄先生が                95 歳で鬼籍に入られたとの訃報を
受けました。妻の両親の介護のために                 宇都宮に帰省 していた関係ですぐ
に対応が出来ず、弔事対応が葬儀に間に合わなかったことを申し訳なく思っていますが、弔電と 
三田さんよりお悔やみを届けて戴くことで、ロータリーの大先輩への弔意を表しましたことをご報告致しま
す。 

さて、待望の花巻 RC のポロシャツが完成いたしました。一着 5,500 円（税込）となっております
のでお支払いの上、お受け取り下さい。 

そして、11 月 9 日の風の季での夜例会ですが、なはんプラザ前からのバスの時間を 17 時発に変
更致します。17 時 20 分には会場に着きますので、30 分くらいで温泉に入って頂き浴衣ではなく、普
段着で例会を行いたいと思います。温泉施設活用の補助金 1,000 円も出ますのでより豪華な食事が
出ると聞いていますのでご期待ください。 

本日は私の会社でもお神輿の待機場所でお世話になっていますし、いつも花巻を元気にしてくれてい
る小友社長にご講話を頂きます。地域のために貢献するという点ではロータリーと一緒に出来ることも多
いと思いますので、色々とコラボが出来るのではと期待しながら会長の時間を終わります。 
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■出席報告 会 員  33 名 出席者数  18 名 出席規定免除者 7 名 

  第 3250 回例会 出席率  60.0％ 前回修正  66.6％  

※メーキャップ： 10/21 ぬくまるフードパントリー 橋川秀治君・阿部一郎君・稲田典之君 

藤田勝敏君・藤原喜子君・鹿討康弘君・市村律君・浅沼幸二君 

10/23 旅するピアノ 帰郷 マルカンビル設置 鹿討康弘君 

■本日のゲスト  なし 
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【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  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際交流協会 佐々木史昭理事長より 

日本から台湾へのワクチン提供に対し感謝の思いを 

民間人から伝えたくて 1046 人の台湾民間人の寄附 

により「ありがとう」のメッセージと共に寄せられたポスター 

です。 

台湾から日本へ伝えたい「ありがとう」 

今までも、これからも台湾と一緒に 

■ニコニコボックス           ニコニコボックス委員会                        
【橋川秀治君】小友社長、いつも花巻に元気な風を吹かせて
頂きありがとうございます。さすがに今日は雨なのでセグウェイで
の登場ではなかったですね。これからも期待しています。 
【藤原喜子君】本日は、(株)家守舎の代表取締役でいらっし
ゃいます小友康広さま、花巻ロータリークラブにお越しいただき、
ありがとうございます。とても楽しみにしておりました。先程、高橋
豊さんに、忙しくても心を失わないようにねと声をかけて頂き、嬉
しい思いと共にハッとしました。先週の金曜日、花巻商工会議
所主催のゴルフコンペで猛打賞他商品たくさんいただきました。
大変な思いをすると、良いことがある事、再認識しました。 
【藤田勝敏君】本日は花巻温泉の取引先親睦ゴルフ大会
（アウト 9 組、イン 9 組スタート）に参加の為例会は欠席とな
ります。大変申し訳ありません。現在、来年度の会報作成対
応について検討中です。素案がまとまり次第皆様に相談します
ので、宜しくお願い致します。 
【高橋豊君】本日のゲスト講師の小友さんの講話を楽みにして
おりましたが、大阪から来客の為に早退させて頂きます。非常に
残念ですが、今後共よろしくお願い致します。 
【佐藤良介君】10 月 23 日文化会館において、花巻北高創
立 90 周年記念式典、記念演奏会、記念講演会を開催致し
ました。750 名の方に出席頂きましたが、昭和 6 年 4 月開校
以来 90 年の歴史と伝統を振り返り、来たるべき 100 周年に
向けての母校のさらなる発展を誓い合いました。記念事業とし
て来年 3 月姉妹校のアメリカＡＳＭＳＡへの生徒の海外派
遣を計画しております。今後ともよろしくご支援の程お願い申し
上げます。 
 

■11 月 慶 祝 【敬称略】  おめでとうございます！ 
会員誕生： 三田 望    在籍年表彰：立花徳久(11) 

夫人誕生：地蔵堂貴恵(友信)、佐藤美幸(誠吾) 

立花真紀子(徳久)・阿部秀子(一郎) 

結婚記念：晴山正基・みずほ/橋川秀治・史子/吉田和洋・優子 

      佐藤誠吾・美幸/・小山田泰彦・智美/藤田直之・理恵 

第 3250 回例会概要 ゲストスピーチ 10 月月間テーマ 
社会奉仕委員会担当：(株)上町家守舎 代表取締役 小友康広様 

《これからの時代に求められる地域活性化》とは？ 

~ハードウェアと機能性からソフトウェアと共感性へ~ 

私は、「地域活性化」という言葉が苦手、 
それ以外「地方創生」「持続可能性」なども・・・ 
つまり「用語定義が曖昧」が苦手 

★大切にしていること➀・・流行言葉で表現されてしまいがちな 

活動の用語定義を集団内で定め、定期的に振り返りアップデートする。 

新世代材木屋(家業)とは=6 次産業ｘ体験販売 

★大切にしていること②・・切り戻し可能か？最小化した実験は何か？ 

★大切にしていること③・・本当に価値があるのはどこなのか？ 

を、切り分ける為の要素分解 

時代が違う=求められるものが違う 
■1960~90 年代・・物が行き渡っていない、国内人口の急速増加 
■2000 年以降・・・・物が溢れかえっている、国内人口の減少 

★地方の商売で大切なこと・・『ここでしか』『ここだから』体験 
それにより・・・感動・ファンが生まれる・・・共感 
規模の経済による価格競争から脱却・・すべては人が中心 

★㈱上町家守舎ｘ小友木材店の具体例 
運営のコツ・・・おもちゃ学芸員・館内だけで利益確保しない 
ハードウェアｘ機能性・・・立派な建物＝効果は薄い  

                便利な建物＝コスパが悪い・都会と競争 
➡地方が取り入れる戦略としては疑問 

★まとめ  ソフトウェアｘ共感性・・・ 

物語性や人の良さ、温かさ＝◎ 
住民たちを主体者に＝△ 
パートナー実験を繰り返す＝〇 

どんどん情報発信＝△ 

花巻の良さを物語にのせ情報発信、 

良い背景は揃っている 

Glamrest 構想の経緯と叶えたい未来 
プロジェクトのきっかけ・・時系列 
➀活用に困っている土地、建物がさらに困ることに 

②3 年以内に妻子を花巻に、母の住居をどうする？ 
③ある方が放課後デイの場所を探しているらしい 
プロジェクトの狙い 

リノベーションのまちづくりの手法で「エリアを変えていく」 

花巻、吹張エリアを 
多様性や他社交流を楽しめる、若者(10～20 代)の一人暮らし＆子育て

世代が住み続けたいエリアにする 
本当に住みやすい！と自信をもってエリアに住み続けている自分が言える 

「多様な交流」「偶発的な出会い」をもう一度 

※共感してくれる人と一緒にまちを作ろう！ 
プロジェクトの発展性 
➀エリアに楽しい人達が増える 

②大量にある空き家、空地が新たな用途に 

③同様の歴史や兆しを持っているエリア、課題を 

持っているエリアに輸出できる 

※地域内経済循環を促進する、輸出産業を！ 
Glamrest プロジェクト・・グランピングから発想 

「Glamorous」と「Forest」「Rest」 

Glamrest もグランピング(Glamorous＋Camping)と同様に、山間地域の森に住むのとは違

い、都会的・洗練された施設やサービスを享受しつつ森の醍醐味である偶発的な交流。学びを楽し

み、癒されるような暮らしを享受できるもの 

『まち中にある森』としてグランピングと同等の認知となり、様々な Glamrest
エリアが日本全国に出来るように。 

パクられ、マネされる そういうものに我々はなりたい   小友康広 

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

本日のメニュー 
アジフライ・サラダ添え      

 

■ニコニコボックス                                   
【佐々木史昭君】明日、北上 3RC 合同の芋の子昼例会があ
り、インターシティミーティングの打ち合わせをしましょうとお声をか
けましたら、逆にガバナー補佐として講演を頼まれてしまいまし
た。断れませんでしたので、短時間ですが「ロータリーの魅力」と
題して、青少年交換プログラムと花巻 RC のぬくまる食堂の事
例を、発表させていただきたいと思います。 
【阿部一郎君】小友さん、本日はゲストスピーチ有難うございま
した。花巻市内活性化の為、今後も尽力をお願いします。花
巻ロータリーに入会して共に活躍して欲しいので、検討下さい。 
 

 

 
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 
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