
 

■本日のプログラム   例会進行：会場監督 
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会員卓話  月間テーマ 

 県医師会会長 小原紀彰君 
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12月 14日 第 3256回 例会 月間テーマ： 疾病予防と治療 
 

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 

■3255 回 会長の時間  12 月 7 日                            橋川会長 
皆さんこんにちは。鹿討さんのぎっくり腰が心配です。すこし静養していただきたいですが、世の中も本格的

に人が動き出したようで、弊社の東京のメンバーが花巻の宿泊施設に空きがないと慌ててました。ここ花巻空
港でもJALが便数を倍増させ、平時運航に戻るそうです。これで、壱岐ツアーも組めるものと期待しています。 

そして 11 月 9 日の風の季での夜例会で「J2 昇格します」と宣言した牟田キャプテン 
率いるいわてグルージャ盛岡が、有言実行、見事最終節で J２昇格を決めました。 
牟田選手が後半 16 分に先制ゴールを決め、これを守れば J3 優勝だったのですが、 
追い付かれてドローとなりましたが、牟田キャプテンの凄さを改めて感じた試合でした。 

 さて、この例会に先立って理事会を開催しました。 
今後の PG ですが、花巻空港での例会は次週が最終、21 日のクリスマス家族会 
からグランシェールになります。今回は県内の家族のみとしており、フルート演奏か 
サックス演奏とする予定です。案内を夕方までに回し金曜日に集計してグランシェール 
に市村親睦委員長と藤原幹事と打ち合わせに行こうと思います。 その新しい例会

場の備品保管料ですが、照井会長の一押しで半額にして頂きました。ありがたいことです。 
そして 12 月 28 日・1 月 4 日は休会、1 月 11 日は理事会となっておりますのでお気を付けください。 

ロータリーのジャケットは、間違いに気づき、菊忠印刷さん手配に戻します。 
友好クラブの平塚 RC との Zoom 例会ですが、1 月から例会場が固定になりますので、そこから日程を詰

めます。2 月 17 日(木)平塚 RC の 65 周年記念例会に会長宛ての招待が来ています。 
できれば、滝田友好クラブ委員長、藤原幹事と一緒に参加したいと思います。 

旅するピアノは 12 月から 1 月は花巻温泉、クリスマスツリーの横の一等地に設置されました。藤田エレク
トのお話では 12 月 31 日‐1 月 2 日の 3 日間は郷土芸能やさんさの会場になるとのことで一時的に移動す
るようです。その後はイトーヨーカドーです。 

ぬくまるフードパントリー、次回は 24 日ですが、来年 6 月まで開催する方向です。 
そして、小学生バレーボーラー待望の花巻ロータリーカップが来年 3 月 5 日、6 日で開催される見込み

です。是非、多くの方の参加をお願いします。 
今日は藤田エレクトによるクラブ協議会、来年度役員体制の発表です。理事会ではその後の話も出ま

したが、藤田エレクトはよく先を考えておられます。どうぞよろしくお願い致します。 
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■出席報告 12/7 会 員  33 名 出席者数 17 名 出席規定免除者 7 名 

第 3255 回例会 出席率 58.6％ 前回修正 73.0％ 12.9 ロータリー研究会 東京⤵ 

※メーキャップ   

11/30 地区国際奉仕委員会   佐々木史昭君 

11/30 旅するピアノ花巻温泉紅葉館移設 

鹿討康弘君・藤田勝敏君 

 

■本日のゲスト  
・岩手県空港ターミナルビル(株)高橋社長様 
・大塚オーミ陶業(株) 顧問 久保田正志様 
・ 〃  東日本支店 課長 天野 鉄也様 
 

【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  

■幹事報告 
・年末年始休業のお知らせ 
・2021‐22 年度 地区資金（後期）送金のお願い 

〔RI 第 2520 地区 2021‐22 年度 代表幹事 星毅様〕 
・委嘱状〔RI 第 2520 地区 ガバナーエレクト 天沼久純様〕 
・盛岡いのちの電話 第 129 号〔社会福祉法人盛岡いのちの電話様〕 
・花巻市内 3RC 合同新年会のご案内 

〔花巻北 RC 会長 谷地玄光様〕 
・石巻南 RC 創立 30 周年記念式典・祝賀会の 

ご案内   〔石巻 RC 会長 米谷正信様〕 
・ガバナーエレクト事務所の冬季休業について 
〔RI 第 2520 地区ガバナーエレクト事務所 次期代表幹事藤村祐介様〕 
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2021-22花巻ロータリークラブ会報 

 

■今後の予定   
12 月 21 日 X’mas 家族会    グランシェール花巻 

12 月 24 日  ぬくまる食堂フードパントリー 
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３F になります 

1 月 11 日 理事会・新年乾杯・慶祝クラブ協議会 前期事業報告 

県空港ターミナルビルでの“最終例会” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■慶祝者スピーチ 12 月 
・上田穣君：奥様誕生日  知り合って〇〇年同級生 

三田望君より上田君へ、餞の言葉がありました。 
・地蔵堂友信君：奥様誕生日/結婚記念日 
           知り合って結婚〇〇年 12 月 13 日 
 

 

 

 

 

 

お願い：皆様、慶祝該当の際にも、ニコニコボックスをお願いいたします。 

■3255 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】グルージャ盛岡がＪ２昇格しました。牟田選手
も有言実行してくれて、嬉しいので盛岡の鴨富亭でツキノワグマ
のしゃぶしゃぶを 12/15 にごちそうしようとしたら、ナント、お店が
閉店していました～～～。どこか探します。 
【藤田勝敏君】本日は 2022‐23 年度役員選出につきまし
て、御承認いただきありがとうございました。皆様のご指導、ご協
力をよろしくお願い致します。 
【高橋豊君】先日、高校 2 年の孫が修学旅行で広島、奈良、
京都 3 泊 4 日の旅を楽しんで帰ってきました。私のバッグを持
ち、家族全員にお土産を買ってきてくれました。明るく元気で無
事に帰って来て、ホッとしています。 
【上田穣君】妻の誕生祝いをありがとうございます。夫婦そろって
68 才となりました。15 の春に運命的な出会いがあり、あれから
53 年ということになります。夫婦そろって 53 回目の誕生日を迎
えられて幸せです。 
【佐々木史昭君】先週、地区の国際奉仕委員会に参加して
参りました。今年度の事業として、地区内のＲＯＴＥＸ（ロテ
ックス）を再確認してお声かけし、3 月の最終日曜日に仙台で
参集する計画をたてることになりました。青少年交換を来年度
再開できるかどうかは、引き続き議論を続けることになりました。 
【吉田和洋君】悲願のいわてグルージャ盛岡のＪ２昇格、おめ
でとうございます。これからの健闘をご祈念します。 
【阿部一郎君】藤田年度の役員構成も決まり、あと半年で船
出する事になります。すばらしい航海になれる事を祈念します。
グルージャのＪ２昇格おめでとうございます。 
 

 

 
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 

■3255 回  クラブ総会 次年度役員(理事)選出 
会長エレクト 藤田勝敏君 

2022‐23 年度新役員体制案について、 
ご承認頂きありがとうございました。 

クラブ総会前に開催された、理事会に 
おいても、役員の皆様から多岐にわたる 
ご意見、ご質問を頂戴しました。 
皆様のご協力、ご指導のもと、何とか 
2022‐23 年度を乗切る覚悟ですので、

宜しくお願いいたします。一方、所属する会社、組織、団体
等の諸事情により役員（会長、幹事）に就任出来ないケ
ースやロータリー経験の浅い会員の役員就任ケースを勘案
すれば、従来の順おくりの役員就任スタイルの継続は困難か
と思います。 
会長、幹事のどちらかに経験者が再登板し、一方をサポート
する形でクラブを安定的に運営することが必要と考えます。
私も責任をもって対応してまいりますので、忌憚のないご意
見をお願いいたします。 
 

2022‐23 年度 藤田年度 役員(理事) 名簿 
【敬称略】 

会  長：藤田勝敏 ・会長エレクト：藤原喜子 

副会長：藤原喜子 ・幹  事：藤村弘之 

会  計：藤田直之 ・会場監督：阿部一郎 

職業奉仕大委員長 ： 三田 望 

社会奉仕大委員長 ： 吉田和洋 

国際奉仕大委員長 ： 立花徳久 

青少年奉仕大委員長：鹿討康弘 

直前会長：橋川秀治 ・副幹事：市村 律 

第 2520 地区青少年交換短期委員会 

委員長：佐々木史昭 
 
来年、7 月 1 日より 1 年間となります。将来の課題もあります
が、引き続き、皆様のご協力をよろしくお願いいたします 

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 

お知らせ： 12 月ぬくまる食堂フードパントリー 日程 

12 月 24 日(金) 14 時~19 時 通常開催 

メニュー  
 
レストラン安比(12/7) 

 
寒鰤のムニエル  

         

松田親睦副委員長 
デビュー 

立花副会場監督 
登板 

三田望君 上田君奥様の 
誕生日に寄せて 

空港ターミナルビル様・レストラン安比様  
たいへんお世話に 
なりました。 
例会原点回帰 
良い経験でした。 
みなさまに感謝！ 
ありがとう 

ございました。 
 

花巻温泉ホテル紅葉館へ 
旅してます 1 月まで 

【立花徳久君】本日は鹿討君がギックリ腰の為私が司会進行
させていただきました。久しぶりなのでどうなることやら。 
【藤村弘之君】Ｊ２昇格のグルージャ、増々楽しみが出来まし
た。今後の活躍に期待します。クリスマス会は遅れます。 
【藤田直之君】先月は結婚記念のお祝いありがとうございまし
た。今後もよろしくお願い致します。 
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