
 

18/45 

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 
6,会長の時間 
7,本日のプログラム  

ゲストスピーチ➀ 
花巻地域おこし協力隊 坊迫舞香様 

8,委員会報告等 
9,幹事報告 

10,出席報告 
12,ニコニコボックス・・・成行き 
13,連絡事項 
14,閉会点鐘 

第 2 部 
~ 情報交流会(食事)~ 

 ゲストスピーチ② 
いわてグルージャ盛岡 福田様・牟田様 

 

 

Oct 

11月 9日 第 3252回 夜例会 風の季 月間テーマ：ロータリー財団  
日本の月間：世界インターアクト(11/5 を含む 1 週間) 
 

■今後の予定 

11/16 3253 回 昼例会 風の季 月間テーマ  

ゲスト:地区財団委員長 小野寺則雄様(PG/二戸 RC) 

地区財団補助金委員長 工藤武三様(二戸 RC) 

担当：花巻 RC 財団委員長 佐藤良介君 

11/23 勤労感謝の日 休会  

11/30 3254 回 ゲストスピーチ「地域活性化論」 

富士大学経済学部経済学科教授 遠藤元治様 

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 

■3251 回 会長の時間  11 月 2 日                            橋川会長 

皆さんこんにちは。先週の例会で市村親睦委員長より阪神優勝にまだ一縷の望みがあると聞いて期

待していましたが、その晩にヤクルトスワローズ優勝の報が流れることになりました。次はクライマックスシリ

ーズの話をお願いします。 
その他にも色々あった1 週間でした。岩手 3 区で藤原崇議員が当選しました。 
私も天文台の関係でお世話になり一緒にお食事もさせて戴きましたが、気さく 
な語り口に国会が近く感じました。このような人間性と地域での活動が実ったの 
だと思います。地元の若い力に期待しています。 

               昨日、コープ花巻アウル様でフードドライブが開催され、私も 14 時から 1 時 
間ほどお手伝いをしましたが、お客様が購入された商品をご寄付頂き、15 時 
からの授与式で 211 点、9 箱の寄付品を預かって参りました。「岩手は温かい 
人が多く素晴らしいですね」とコープの滝沢本部の小野寺チーフにお話したので

すが、「でも自殺が日本一多いので、悩みを抱え、支援を必要とする人も多いです」と仰いました。 
ぬくまる食堂を始めた時、悩みを話せる場所づくり、支援につなげる機会づくりという目標もあったと思いま
す。そのような役割を果たせる子ども食堂の再開と地域に広がるようにしたいと感じました。 
 さて、本日は理事会が開催され、今後の予定、新入会員の話などをしました。例会場ですが、花巻南
RC は 12 月から、当クラブは来年 1 月よりグランシェールを例会場とすることにしました。来期以降の
会費増が必要になりますが、時代の変化とともに地域のインフラを守る意味でご理解をお願い致します。
また、これで例会場が固定されますので、友好クラブ平塚 RC との Zoom 合同例会は 1 月以降で申し
込もうと思います。 
 前回の例会から完成した花巻 RC ポロシャツを配布していますが、次にジャンパーをフジマキネクタイの
半額セールを活用して揃えることにしました。後日、LINE と FAX 等でご案内致しますが、1 着 2,300
円となります。 
 ぬくまる食堂フードパントリーは 3 月以降も継続の方向です。必要な方へ支援を届けるために民生
委員さんに協力頂くことも検討しています。18 日の実施日には多くの方の参加をお願い致します。 
 本日は慶祝と稲田委員長より 10 月の米山月間に因んだ話を頂きます。宜しくお願い致します。 
 

District2520

Rotary International
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■出席報告 11/2 会 員  33 名 出席者数 18 名 出席規定免除者 7 名 

  第 3251 回例会 出席率 60.6％ 前回修正 70.0％  

※メーキャップ    10/27 北上地区３Rc 合同例会 佐々木史昭君 

            11/1  コープ花巻フードドライブ  橋川秀治君 

■本日のゲスト  
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 福田様・牟田様 

 

【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 ”夜例会プログラム” 例会進行：会場監督 

■幹事報告 
・11 月ロータリーレート ＄１=114 円 
・第 50 回 ロータリー研究会記念講演会  

オンライン視聴のご案内      〔ガバナー事務所様〕 
・明るいイーハトーブの実現をめざして 
令和 3 年度花巻市市民憲章運動推進大会 のご案内 

 〔花巻市市民憲章推進協議会 会長 三田望様〕 

 

2021-22花巻ロータリークラブ会報 

 

会長 

 

 

幹事 
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担当 

委員会 

幹事 

出席委員会 

ﾎﾞｯｸｽ委員会 

 

会長 

 

親睦委員会 

・天沼久純ガバナーエレクト国際協議会ご出席壮行会のご案内        〔RI 第 2520 地区ガバナー鈴木俊一様〕 
・ロータリー財団月間 リソースのご案内                        〔RI 日本事務局 業務推進・IT 室様〕 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■慶祝者スピーチ 11 月 
【三田望君】米山奨学会関連でモンゴルを中心に各国の
学友会の活動について紹介がありました。また、ご自身の
生立ちについて、花巻に来るまでの苦労話、花巻帰郷後
のＪＣでの活動、ライフワークとしてのロータリーの大切さに
ついてお話がありました。 
【立花徳久君】花巻ロータリークラブ入会へのきっかけ、今
後のロータリークラブでの活動、抱負について、ユーモアー溢
れるお話がありました。 
 
 

■3251 回ニコニコボックス     ニコニコボックス委員会                        

【橋川秀治君】25 周年の結婚記念日当日にＢｏｘできるこ

とを幸せに思います。出掛けたりもできないので、水沢天文台に

記念の寄附 25 万円をさせて頂きました。銘板に並んで記名さ

れます。何があってもはなれる訳にはいきません！！ 
【藤原喜子君】本日は、弊社オンライン会議が午後 1 時よりご
ざいましたので、理事会のみの参加で申し訳ありません。 
【藤田勝敏君】橋川会長、例会会場変更の件、ほんとうにご
苦労様でした。心より感謝致します。ありがとうございました！ 
【高橋豊君】衆議院選挙が無事に終わり、支援した候補者が
小選挙区で初勝利を飾り、まことに喜ばしく嬉しい限りです。今
後の活躍を期待しています。若い世代の投票率が高くなること
を強く希望します。 
【三田望君】慶祝ありがとうございました。十年取って 66 才にな
ります。年々月日の経つのが早くなってます。この調子だとあと
10 年位はアッという間に過ぎそうです。インドでは 75 才から
100 才までは遊行期といって仙人のように暮らせるという事で
す。早くそういう心境になりたいなぁ 
 

 

 
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 

■3251 回  「米山奨学会について」 

担当：米山委員長 稲田典之君 
               このあと、橋川会長より米山研

修会参加のご報告があります

が、前段として少しお話させて

頂きます。米山記念奨学会

は、勉学、研究を志して日本に

在留している外国人留学生に

対し、日本全国のロータリアン

の寄付を財源として、奨学金を 

支給し支援する民間の奨学団体です。 

将来、母国と日本の架け橋となって国際社会で活躍する 

ことを目的としています。 

 私は日本で勉強して過ごしている中で日本の優しさ、

日本の良さに触れ、母国で教えられてきた日本のイメージ

の違いについて気づいて頂くことを期待しております。 

 

【橋川会長より米山記念奨学会研修報告】 

10/3（日）13:00～15:00 仙台紅陽グランドホテル 

1.開会挨拶（委員長 築館 RC 白鳥 淳） 
 2019 年度の寄付金の実績により来年度は 4 名の割当 
 今年度の寄付金が次次年度の割当に繁栄されるので、

米山記念奨学会への理解、寄付をお願いします。 
2.鈴木ガバナー挨拶 
 米山は日本と世界の懸け橋になる人材を支えて行きたい 
3.米山奨学会評議員 濱守パストガバナー挨拶 
 ガバナー時代にゼロクラブを減らす取組をしてきた。奨学生

が楽しい思い出を作り、日本を好きになってもらえるよう頑
張って欲しい。 

4.奨学生紹介（小野照代委員） 
 地区で 15 名、岩手県 3 名(岩大 2 名、県立大 1 名） 

5.米山奨学会について（清水努副委員長） 
 ・2021 年度奨学生 910 名 累計 225,267 人

（129 ケ国と地域）、最近は中国の奨学生が増え、韓
国、台湾の奨学生が減っている。 

・2520 地区の一人当たり平均寄付額 7,708 円（全国
34 地区中 33 位）奨学生から 3 名のガバナーを輩出
している。 

 

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 

お知らせ： 11 月ぬくまるフードパントリー 日程 

11 月 18 日(木) 14 時~19 時 通常開催 

メニュー レストラン安比(11/2) 

                 秋鮭のちゃんちゃん焼 

                 ホイルの中は出席した方 

            しか知りえません。                              

                  きっと美味しかったでしょう 

                                        (^^)v 

マルカンビル編 
12 月まで 

■三田 望君 
第 8 回米山功労者  

【滝田吉郎君】花巻東、秋季東北大会優勝おめでとう、神宮
大会で日本一目指せ！藤原たかし、バンザイ 
【吉田和洋君】県設備工事業界理事会のため例会は欠席で
す。結婚祝ケーキありがとうございます。1991 年 11 月 4 日あ
れから 30 年もたちます。娘たちからは「いいよの日」と言われて
おります。これからも末永くよろしくお願いします。 
【阿部一郎君】夫人誕生祝ありがとうございます。還暦を過ぎて
2 年目になります。これからも仲良く波風をたてずに過ごさせて
頂きます。 
 

ご案内 ロータリー財団委員長 佐藤良介君 
 11 月 16 日(火) 
3253 回昼例会(風の季)にて 

2520 地区ロータリー財団 
委員会委員長小野寺則雄氏 
(二戸ＲＣ)をお招きし、 
ロータリー財団セミナーを 
行います。 

mailto:hrc@hanamaki-cci.or.jp

