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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 ゲストスピーチ 

月間テーマ：ロータリー財団月間 

  地区 R 財団委員長  小野寺則雄君 

担当：花巻 RC 財団委員長 佐藤良介君 

 

9,委員会報告等 
10,幹事報告 
11,出席報告 
12,ニコニコボックス 
13,連絡事項 
14,閉会点鐘 
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11月 16日 第 3253回例会 風の季 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 
・アンケート調査(依頼)  
・「ガバナーメッセージ」ビデオ送付について 
【以上 2 項目  RI 第 2520 地区ガバナー鈴木俊一様】 

・第 2 分区 10 クラブ合同 会長幹事会のご案内 
RI 第 2520 地区第 2 分区 

【ガバナー補佐 鈴木秀悦君・ 佐々木史昭君】 
・【前回】2022-23 ロータリーの友地区副代表委員 

委嘱状吉田和洋君 【天沼ガバナーエレクト事務所様】 

■今後の予定 
11/18 ぬくまるフードパントリー 社会福祉協議会 

11/23 休会  勤労感謝の日 
11/30  【空港 TB 銀河ルーム】 ゲストスピーチ 
  「地域活性化論」富士大学教授 遠藤元治様 
12/7  慶祝・クラブ総会 次年度役員選出 
12/14 クラブフォーラム月間テーマ 小原紀彰君 

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 

■3252 回会長の時間  11 月 9 日 夜例会 風の季          橋川会長 
皆さんこんばんは。市村親睦委員長のクライマックスシリーズ談義で盛り上がりたかったのですが、

市村さんの報告のとおり短期決戦に残念ながらタイガースは敗れてしまいました。これからは本日の
ゲストの牟田キャプテン率いる「いわてグルージャ盛岡」が J2 昇格に向けて好位置をキープしていま
すので、皆様と一緒に応援して参りたいと思います。 
 本日は久々の夜例会でもあり、9 月に花巻地域おこし協力隊に就任された坊迫舞香さんのロー
ターアクトや海外経験の話をメインに例会を短時間にしようと会長の時間は超短縮で済ませようとし
ていました。ところが集合時間の認識違いで坊迫さんの到着が 18 時 20 分との連絡が入りました。
20 分間をどうつなぐか。。。(^^； 

橋川年度は会場変更など突発的な事態に見舞われますが、皆様のお力添えで乗り切って来ま
した。そこで本日も予定を変更してゲストの牟田選手とグルージャ盛岡のホームタウン担当の福田さ
んに先にお話し頂き、その後に委員会報告で佐々木ガバナー補佐より、IMの予定などお話し頂くこ
ととし、第二部乾杯後坊迫さんの講話を聴こうと思います。ご協力、よろしくお願い致します。 
 さて、今回の例会にグルージャさんをご招待したのは、もちろんフードパントリーに 
スポンサー様からの食料支援を届けて戴いていたり、ぬくまる食堂サッカー教室で 
講師をして頂いたりということもあるのですが、それだけではありません。 
先日の例会で坊迫さんにご挨拶を頂いたときに彼女のプロフィールを見ると 
「村を作りたい」との夢を抱いて花巻に来られたことを知りました。 
奇特な夢だなあと興味を持っていたところ、牟田選手と食事をしながらお話を 
伺っていると、彼も引退後に村を作りたいという夢を持っていると仰います。 
これは何かのご縁だと感じ、是非引き合わせたいと思いました。 
因みに、牟田選手は素敵なヨガインストラクターの奥様がいらっしゃいます。 
また、福田さんは各自治体と連携して地域おこし活動もされていますので、何か 
今後のコラボレーションにつながればと考えました。 
良いご縁になることを願っています。また、坊迫さんのインスタグラム soncho_muradio や 
Twitter の＠bomai_skategirl も是非フォロー拡散してあげてください。 
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■出席報告 11/9 会 員  33 名 出席者数  15 名 出席規定免除者 7 名 

  第 3252 回夜例会 出席率 55.5 ％ 前回修正  70.3％  

※メーキャップ 

 11 月 6 日(土)RLI 研修パートⅡ  佐々木史昭君・藤原喜子君 

■本日のゲスト  
RI 第 2520 地区 ロータリー財団委員会委員長  

小野寺則雄君(パストガバナー/二戸 RC) 

 

【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 
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                          風の季 佐藤社長様より日本酒をいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゲストスピーチ② いわてグルージャ盛岡様 
福田様 
今年は、ぬくまる食堂やその活動を通して、 

牟田選手のサッカーボールプロジェクトで花巻の 

子どもたちと触れあえた事が大きなことでした。 

来期も連携させていただき、様々なプロジェクトが 

できたらと思ってます。いろんな繋がりを持たせて 

いただき感謝です。J2 昇格に向け、残り試合も 

頑張っていきますので、スタジアムへ足を運んでいただき、 

応援よろしくお願いします。招待プロジェクトも考えてます。 

牟田様 
コロナ禍の中で、サッカーができている自分やチームが、多くの方々に

支えられている事を考えさせられ、自分も何かサッカーを 

通じて恩返しできないか探していたら、サッカーボール 

プロジェクトを知り、今年からグルージャが勝つか 

自分が 1 点取るごとに世界の恵まれない国の子や 

と日本の養護施設の子ども達にボールを 1 個ずつ 

贈る活動を自費で始めました。 

ぬくまるサッカー教室で、花巻の子どもたちにも贈る 

ことができ、笑顔が見られて良かったです。自分が 

サッカーを通じて学んだことや、子どもたちの夢の後押し 

が少しでもできればいいなと思い、この活動をずっと続けて 

いきたいと思っています。他に将来は自分の村も作りたい、という夢に

向かい頑張っていきます。応援よろしくお願いします。 

■ニコニコボックス           ニコニコボックス委員会                        
【藤原喜子君】本日は、足元が超悪い中、花巻市地域おこ
し協力隊でもあり、ローターアクトでもいらっしゃいました、坊
迫舞香さん、ゲストスピーチ誠にありがとうございました。ま
た、グルージャ盛岡牟田選手、福田様、夜例会に参加いた
だき嬉しく思います。先週土曜日に 2520 地区、RLI 研修
（ロータリーリーダーシップ研修）パートⅡに、オンラインで参
加させて頂きました。9 時～15：30 の長丁場でしたが、知
識不足でしたので、とても良い勉強になりました。佐々木史
昭ガバナー補佐には、ロータリーの概念の単元で、インターア
クト、ローターアクト、短期・長期の交換留学生の花巻 RC
の現状の説明の所で 3 回も助けて頂き、本当に申し訳あり
ませんでした。 
【佐々木史昭君】本日、いわてグルージャ盛岡の福田様、
牟田様、花巻地域おこし隊の坊迫舞香様、花巻ロータリー
の夜例会にお越しいただき、興味深いスピーチをありがとうご
ざいました。今年度のインターシティミーティングは 2/26(土)
に開催する方向で、北上和賀クラブの方々と協議に入りま
した。御協力よろしくお願いします。 
【阿部一郎君】久しぶりの夜例会、本日は楽しんで盛り上が
らせて頂きました。ありがとうございました。 
【立花徳久君】先日は妻の誕生日祝い、ありがとうございま
した。久しぶりの夜例会楽しいですね。お風呂も良し。 
 

 

 
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 

そして、佐々木ガバナー補佐によると、IM の準備も進
んでいますし、年明けの 1 月 19 日に第 2 分区全体の
合同会長幹事会の予定も入りました。 

この先も一緒にロータリー活動を楽しんでまいりたいと思
います。よろしくお願いいたします。      《会長の時間》 

  

 

国際奉仕委員会 佐々木大委員長による坊迫舞華さんのご紹介 

 

 

 

 

 

 

 

高橋豊君のご発声で 乾杯！  中締めは湯上りの上田穣君(^^ 

■第 3252 回例会 ゲストスピーチ➀  概要 
花巻地域おこし協力隊 坊迫舞香様 

👈一ノ蔵大和伝 

本日のメニュー 

風の季 

夜例会メニュー 

      👉 
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マルカンビル編 
12 月まで 
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