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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 

 志戸平温泉(株) 
代表取締役社長 岩城修平様 

 
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 

■本日のプログラム      例会進行：会場監督 

 

Jan 

1月 18日 第 3259回例会  月間テーマ：職業奉仕 
 

■幹事報告 
・RI 会長杯ワールドゴルフ大会(ガバナー事務所様) 
・地区チーム研修セミナー開催のご案内    

 (RI 第 2520 地区 GE 天沼久純様) 
・2021 年度下期普通寄付金のお願い  
・ハイライトよねやま Vol.262  

((公財)ロータリー米山記念奨学会様) 
・花巻青年会議所賀詞交歓会の御礼 

(公社)花巻青年会議所 第 66 代理事長 安部修司様) 
・ロータリークラブカタログ         (和光様) 
 

■今後の予定   

1 月 24 日(月) ぬくまる食堂フードパントリー 
1 月 26 日 市内３ロータリー合同新年会 18 時 
        主幹：花巻北 RC ホテル千秋閣 
【送迎バス：17 時ホテル花城➡17 時 5 分観光タ
クシー(上町)➡17 時 15 分花巻駅西口➡会場】 
2 月 1 日  慶祝 

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 3258 回 会長の時間 1 月 11 日                     橋川会長 
皆さん新年おめでとうございます。秋から紆余曲折ありましたが、ここグランシェール 
花巻の翡翠の間を新例会場として本年もどうぞよろしくお願い致します。ご覧のよう 
に少し手狭でございますので、大人数のゲストをお迎えする際にはこの階の瑠璃 
の間を会場とします。会場変更の際は早めにご連絡をとのことです。 
 昨年はクリスマス家族会直前に義父が亡くなり、代行をお願いしたり、ご迷惑を 
お掛け致しました。私もサンタ姿になるのを楽しみにしていましたので、大変残念で 
した。 

当日は藤田エレクトをはじめ多くの方に見事なバックアップを頂いて、ご家族や 
お子様たちにも喜んで頂いたと LINE で知り、嬉しく思うとともに橋川年度は、皆様の力をお借りする 
年度だなとしみじみありがたいなと感じました。 

さて、昨日は青年会議所の賀詞交歓会に RC 会長としてお招きを受け、参加致しました。 
JCの伝統だそうですが、理事長の安部修司氏がとても立派で長い挨拶を暗誦されたのには驚きました。
高橋会頭のお話も心に沁みるご挨拶でいつかこんな挨拶が出来るようになれたらと思いながら聞き入っ
ておりましたが、特に若き日に JC の理事長になられた時に先輩から「理事長に任命されたら理事長にな
るのではなく、任期をやり切った時に理事長となるんだよ」との趣旨のお言葉を頂いたとの話に、あと半年
の会長をしっかりやり切ろうと心新たに出来ました。ありがとうございます。 
 本日は先程理事会を開催いたしましたので、ご報告を致します。今後のプログラムでは 
3 月 5 日、6 日の花巻ロータリーカップについて、活動計画には青少年奉仕委員会と社会奉仕委員会
の両方で計画されていましたが、主幹はバランスを考慮し、本年は青少年奉仕委員会で準備を進めて
頂くこととしました。2 月の 8 日か 15 日で都合がつけば花巻バレーボール連盟の方にお話を戴こうと思
います。花巻 RC の冬用のブルゾン製作の件は菊忠印刷さんに納期を聞いて今期作成するかを協議し
ます。友好クラブ平塚 RC の 65 周年記念例会は今期は小規模で開催のことで当初 1 人で参加する
つもりでしたが、三田大委員長が会議の予定を変更してまでご同行頂けることになり、2 人で参加してご
挨拶して参ります。ぬくまる食堂は本日申し込み開始で現在 40 名、新規 1 名との事です。 
2 月 26 日開催の IM ですが、RLI 研修を行うことがオミクロン株拡大の状況では難しく、内容変更か
延期が望ましいのではという理事会の意見を 1 月 19 日の花北合同会長幹事会でお伝えしようと思い
ます。本日は慶祝と各大委員長より前期事業報告を頂くクラブフォーラムとなっていますので、こちらで会
長の時間を終わります。ありがとうございました。 

District2520

Rotary International

Hanamaki
Rotary　Club

■出席報告 会 員   33 名 出席者数  18 名 出席規定免除者 7 名 

  第 3258 回例会 出席率  62.0％ 前回修正  65.5％  

※メーキャップ：12/24(金)ぬくまる食堂フードパントリー 
橋川秀治君・藤田勝敏君・三田望君・佐々木史昭君・吉田和洋君 
立花徳久君・阿部一郎君・鹿討康弘君・市村律君 
1/10(月)花巻青年会議所賀詞交歓会 橋川秀治君藤村 
 

■本日のゲスト 岩城修平様 
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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  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 325８回例会概要 

①クラブフォーム 前期事業報告 
■クラブ奉仕・・・藤田副会長兼エレクト 
ほぼプログラムに則し滞りなく進んでおります。会員増強は次
年度に入会予定者が 2 名おります。引き続きよろしくお願い
いたします。 
■職業奉仕・・・立花大委員長 
前半は音楽例会でした。後半は年代を若くして企画予定。 
来週は 1 月月間テーマ職業奉仕ゲストスピーチです。 
■国際奉仕・・・三田大委員長 
なかなかコロナ禍で進みませんが、次年度に期待です。その
分、平塚 RC65 周年には会長に同行させていただきます。 
■青少年奉仕・・吉田大委員長 
後半出番です。バレーボール大会、奨学生と進めて参りま
す。ご協力をお願いいたします。 
■社会奉仕・・・・滝田大委員長(欠席) 
 
②慶祝者スピーチ（出席者コメント概略） 
■会員誕生 
藤原喜子君・・年末忙しく過ごしましたが、 
年始 3 が日は風邪で寝込んでいました。 
佐藤良介君・・71 歳になりました。生まれは 
末広町です。健康に留意し努めてまいります。 
■在籍年 
藤田勝敏君(在籍 5 年)・・Xmas 会への 
ご協力ありがとうございました。 
あと半年、橋川会長をサポートしてまいります。 
藤村弘之君(在籍 2 年)・・一年一年積重ね 
て、長く行ければいいなと 
思っています。 
よろしくお願いします。 

■ニコニコボックス                                   
【佐藤良介君】明けましておめでとうございます。本年もよろ
しくお願い致します。誕生祝ありがとうございました。私も
70 代に入りましたので、健康に留意し、ウォーキング、山歩
きを楽しみながら日々過ごして参りたいと思います。 
【高橋豊君】新年おめでとうございます。会場が変わり、気
分一新で顔晴りましょう。顔晴れと書いて、ガンバレと読み
ます。今年もよろしくお願いします。 
【上田穣君】本年もよろしくお願いいたします。新しい会場
でのスタート、とてもフレッシュで良かったですネ！私個人と
しては、駐車場でまごついてしまいました。高橋豊さんという
やさしいメンバーにご指導いただき無事例会場にたどりつくこ
とができました。感謝の気持ちをこめてボックスします。 
【谷村繁君】昨日の新春スーツオーダー会で、ＢＧＭが突
然ビージーズのあのサタデーナイトフィーバーに切り替わり、
シーンとしていた会場が一気に盛り上がりました。今年もよ
ろしくお願い致します。 
【稲田典之君】明けましておめでとうございます。今日は鏡
開きです。お供えした餅を下げて頂き健康に過ごしましょ
う。 
【佐々木史昭君】新年おめでとうございます。2022年が皆
様にとりまして、より良い一年となりますようお祈り申し上げ
ます。ガバナー補佐といたしましては、コロナ禍の折、第２
分区のインターシティミーティングをどのように取り計らうか、
来週の 10 クラブ合同会長幹事会で決めていただきます
が、非常に頭が痛いところです。 
【阿部一郎君】あけましておめでとうございます。今年も元
気良く頑張りますので、よろしくお願い致します。 
【吉田和洋君】1 月 8 日無事に次女が成人をむかえ成人
式に臨むことができ一安心です。本人も実行委員会として
2 年間頑張り充実した成人式だった様です。大学もあと 2
年健康で頑張ってほしいものです。 
 

 

 
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 

■3257 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】昨年の Xmas 家族会、急遽欠席とな
り残念でしたが、藤田エレクトはじめ素晴らしいリリーフを
頂き有難うございました。橋川年度もあと半年、皆様の
サポートを得ながら何とか頑張りますので宜しくお願いし
ます。 
【藤原喜子君】皆さん、あけましておめでとうございます。
皆さんのお顔を拝見しながら、ごあいさつをさせて頂き、
本当に嬉しく思います♡今日から、例会場がホテルグラ
ンシェール花巻になり、華やかな会場で開催出来ますこ
とに感謝いたします！！昨年中は、例会場の準備、片
付け等で皆さんのご協力のもと、大変な時期もありまし
たが、今となっては良い思い出になっております。今年は
鳥谷崎神社で一番大きい熊手を買って来まして、きっと
良い年になると思います。下半期も、何卒宜しくお願い
致します       
【藤田勝敏君】先週 1/7(金)会社の新年会で花巻温
泉紅葉館に宿泊してきましたが、旅するピアノの利用状
況は確実にアップしておりました。少々安心しました。 
【藤村弘之君】あけましておめでとうございます。東京から
来ていた息子の用事で 2 日横手まで行って来ました。
冬道、雪は積み上げられて壁のようになっていましたが道
路はきっちり除雪してあり、感心しました。ついでに三角
屋で十文字ラーメン食べてまいりました。 
【三田望君】明けましておめでとうございます。橋川年度
も半分経過」。後半戦もぜひリアルで顔を合わせて楽しく
行きましょう。 
 
 

花巻温泉ホテル紅葉館へ 
旅してます 1 月まで 

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 ホテルグランシェール花巻 

新会場での初例会  
新たな年を祝い 
コカ・コーラで 乾杯❣ 

 
白金豚のハンバーグ 

和風ソース 

■報告  佐々木ガバナー補佐 
2 月に予定される“IM 北上”について・・経過報告                              

RLI 方式で、テーマごとにテーブルディスカッションを予定してお
ります。ただ昨今のオミクロン株の状況によっての開催方法・是非
も含め、花北地区会長・幹事会で検討して参ります。ただ北上
和賀 RC さんの担当は開催の可否を問わず今年度のみとなりま
す。ご理解の程よろしくお願いいたします。後日再報告します。 

mailto:hrc@hanamaki-cci.or.jp

