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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     

『人新世のエネルギーと環境 VS 

花巻市および周辺地域内エコ 

システム構築事業』 について 

   富士大学経済学部経済学科 

              教授 遠藤元治様 

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 30日 第 3254回例会 空港 TB 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) 
 

■幹事報告 
・ロータリークラブカード作成奨励のお願い 
・RLI 研修パートⅡ終了証 

国際ロータリー第 2520 地区ガバナー鈴木俊一様 
・ハイライトよねやま Vol.260 
・寄付金納入明細総合表 

公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会様 
 

■今後の予定 
12 月  7 日 慶祝・クラブ総会 次年度役員選出 

12 月 14 日  クラブフォーラム 月間テーマ 
疾病予防と治療月間 小原紀彰君 

12 月 21 日 X’mas 例会(予定) グランシェール花巻 
12 月 28 日     年末休会 
2022 年 1 月 4 日 年始休会 

1 月より例会会場が、グランシェール花巻になります。 

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  11 月 16 日                    橋川会長 

皆さんこんにちは。前回のこの会場での夜例会で「橋川年度は突発的事態を 
皆さんの力を借りて乗り越える年度」とお話ししましたが、今回も会社のパソコンに 
プロジェクタードライバーをインストール出来ず途方に暮れていたところを吉田委員長 
に PC を車に取りに行って頂いて助けて戴きました。ありがとうございます。 
そして新しい例会場は 1 月からグランシェールさんに決定しましたが、花巻南 RC 
さんも足並みを揃えて 1 月からとされたそうです。 
それというのもこの風の季さんの例会場が広くて綺麗で、料理も美味しく、本日 
メイキャップ下さっている佐藤克也社長の心意気を感じて、南クラブの会員の 
皆さんから 12 月いっぱいは風の季でという声が多かったとの事。前回の夜例会の 
素晴らしいおもてなしにも改めて感謝申し上げたいと思います。 
 さて、本日は二戸ロータリークラブから今年度の 2520 地区 R 財団委員長である小野寺パストガ
バナーを迎えての財団セミナー例会です。R 財団の仕組みは複雑で分かり難いのですが、ポリオプラ
ス、青少年交換、RYLA、ローターアクト、そして名称は変わっていますが、かつて三田大委員長や
佐々木 G 補佐も経験された GSE の進化した職業研修チーム（VTT）などロータリーを特徴づけ
る事業を支える資金となっています。ロータリーは人にフォーカスして、よい世界や未来のために人財
を育成することが大きな特徴だと思いますし、これは私がロータリー活動を好きになった点です。今日
はセミナーの時間を取るために会長の時間を終わります。 
 

District2520

Rotary International

Hanamaki
Rotary　Club

■出席報告 11/16 会 員  33 名 出席者数 15 名 出席規定免除者 7 名 

  第 3253 回例会 出席率 50.0％ 前回修正 63.3％  

※メーキャップ  なし 
ゲスト：小野寺則雄君(PG/二戸 RC)・ビジター：佐藤克也君(花巻北 RC) 

■本日のゲスト  
富士大学 経済学部 経済学科  

教授 遠藤元治様 

■本日のプログラム      例会進行：会場監督 

【 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  

2021-22花巻ロータリークラブ会報 

 

会長 

 

 

幹事 

親睦委員会 

 

会長 

 

担当 

 

 

 

 

委員会 

幹事 

出席委員会 

ﾎﾞｯｸｽ委員会 

 

会長 

■2022 学年度 R 米山記念奨学金申込状況  指定校：563 校 1,298 人の推薦(減少傾向) 

博士課程：20.5％、修士課程：33.3％、学部課程 43.1％、地区奨励奨学金応募：9 地区 15 校 29 人 

大幅な減少ではないものの、新型コロナウィルスの影響により依然として海外からオンラインで授業 

を受けている学生が多く申込が 0 人の指定校や、地区が指定した人数に満たない推薦者しか 

出せない指定校も出てきている現状     (機関誌ハイライトよねやまより抜粋 ➡QR コード) 

■(参)寄付額：2520 地区 会員数 2、219 人 

地区今期合計 706 万円・個人平均寄附額 3,316 円 / 花巻 RC(半期)26.3 万円 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

【小野寺則雄君 P/G・R 財団委員長】よりいただきました。 
【佐藤克也君 花巻北 RC】 
夜例会、本日の例会と風の季を御利用ありがとうございます。 
【藤原喜子君】 
本日はロータリー財団委員会委員長でいらっしゃいます小野寺
則雄様、貴重なロータリー財団セミナー誠にありがとうございまし
た。大変勉強になりました      先週の風の季さんの夜例会の〆
の後、花巻市地域おこし協力隊坊迫舞香さんとお風呂を共に
しました。露天風呂で外の紅葉を愛でながら話がはずみまし
た。坊迫さんは混浴もあれば入っちゃう派らしく、聞いた私の方
がドキドキしちゃいました       
【藤田勝敏君】 
業界の会合がある為、11/18 のぬくまる食堂、欠席となりま
す。大変申し訳ありません。 
【佐藤良介君】 
小野寺則雄パストガバナーには、ご来花頂き、財団セミナーの
講師をお務め頂きありがとうございました。財団について認識を
深めることが出来ました。今後のロータリー活動にいかして参りた
いと思います。 
【阿部一郎君】 
小野寺パストガバナー、本日はロータリー財団についての講話、
財団のしくみと必要性を再確認させて頂きました。ありがとうござ
いました。今後も微力ながら協力させて頂きたいと思います。 
 

 

 
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 

□例会担当 花巻 RC 財団委員長佐藤良介君ゲストご紹介 

小野寺則雄君 PG/地区財団委員長プロフィール 

1982 年 二戸 RC 入会・1992-93 二戸 RC 会長 

2001-03 ガバナー補佐・2012-13 第 2520 地区ガバナー 

2015-19 米山記念奨学会評議員・2016-19 地区財団委員長 

2018-19R 公共イメージコーディネーター補佐(RI) 

2018-19 地区 PHS コーディネーター 

2019-21 地区会員増強・公共イメージ向上委員長 

2021～ 地区財団委員会委員長    現在に至る 

【佐々木史昭君】 
本日は、地区財団委員長の小野寺則雄様にはロータリー財団に
ついて懇切丁寧な解説をいただき、大変ありがとうございました。明
日はインターシティミーティングの打ち合わせに、前沢ＲＣの例会に
メーキャップして、奥州担当ガバナー補佐と話し合う予定にしており
ます。 

 

■第 3253 回例会   ゲストスピーチ  第 2520 地区財団委員会委員長 小野寺則雄君(PG/二戸 RC) 
ロータリー財団について 
ロータリー財団は 1917 年 6 月 RI 第 7 代会長アーテ・C・クランク氏がアトランタ国際大会において、ロータリーが「世界で良いこと

をするために基金を作ることが最良の方法である」という演説により設立されました。財団の使命は「ロータリアンが人々の健康状態を
改善し、質の高い教育を提供し、環境保護に取り組み、貧困を無くすことを通じて世界理解・親善・平和を達成できるようにすること」
です。 

今年もロータリー財団月間を迎え地区補助金・グローバル補助金を使っての奉仕活動が本格的に始動しております。地区内にお
きまして、感染症対策上で地区補助金を使った PJ の内容を変更せざるを得ないクラブもありますが、対策をしっかりと行った上で活動
をして頂きたいと思っています。本年度も PJ 申請が始まっています。申請期限は 2022 年 2 月末日です。また本年 7 月 1 日より R
財団のシェアシステムが若干の変更となりました。8 月の財団セミナーで説明は致しておりますが、ご不明な点はお問い合わせください。
活動資金は皆様にご協力頂いている年次基金・恒久基金・師と定寄附で賄われます。年次基金は毎年会員にお願いする基金で
3 年間運用し全てが事業に使われます。恒久基金は元金を使わず運用収益を翌年度の活動に使用しており、使途定寄附はポリオ
プラスや災害復興プログラム、グローバル補助金、平和センターの寄附等を指定した事業に使われています。補助金申請にあたっては
注意事項がありますのでご確認をお願いいたします。地区補助金は人道的 PJ、奨学金、青少年 PG、職業研修チームの(VTT)派
遣の活動に使用できます。申請は 22~23 年度はガバナーエレクト事務所へ申請書・予算書(見積書)を 22 年 2 月末日までに提
出ください。その後地区で審査し、RI へ申請します。グローバル補助金は今までは 6 つの分野にかかわりのあるプログラムを実施してい
ましたが、「環境」が新たに加わり 7 つの重点分野となり申請が開始され、人道的 PJ,奨学金(大学院レベルの留学)、VTT など幅広
い奉仕活動ができるようになりました。 

予算 30,000 ドル以上の PJ が対象です。その他、他地区、他クラブからの支援を受けられればもっと活動の幅は広がります。来
年 8 月に岩手で財団セミナーを予定しておりますが、わたしの在任中是非この地区、特に岩手地区で VTT を実施してほしいと願っ
ております。 
 
 

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 

マルカンビル編 
12 月まで 

本日のメニュー(昼例会) 

風の季 

海鮮丼・天ぷら・舞茸そば付き 

■ぬくまるフードパントリー実施報告 11 月 18 日(木) 今回より申込書へ「引取申請時間から連絡なく 30 分以上遅延はキャンセル」の旨明記しております 

申込世帯：64 世帯・来場世帯：64 帯     参加者：会員 9 名・菊の会 7 名・お手伝様 12 名 
お手伝いただいた団体他：(市社協様・アウル藤村店長様・生協畠山理事様ｸﾞﾙｰｼﾞｬ盛岡様(福田様/牟田様)・坊迫様・小原様・島様・小原様)        

今回も沢山の市内他の企業・団体・個人様等の温かいご支援により実施運営することができております。感謝  【次回 12 月 24 日】 

20 日花巻市市民憲章運動推進大会(三田望会長)において、 
当クラブぬくまる食堂実行委員会が 
市民憲章運動実践活動表彰の 
「特別表彰の部」において【ぬくまる食堂】 
の活動が表彰され、代表して橋川会長が 
授与を受けました。 

mailto:hrc@hanamaki-cci.or.jp

