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1,開会点鐘   
2,国歌斉唱 
3,ロータリーソング        
4,四つのテスト 
5,ゲスト・ビジター紹介           
5,本日のプログラム/メニュー 
7,食  事 
8,会長の時間 
9,慶  祝 

10,本日のプログラム  
慶祝者スピーチ 
他 

11,委員会報告等 
12,幹事報告 
13,出席報告 
14,ニコニコボックス 
15,連絡事項 
16,閉会点鐘 

■本日のプログラム      例会進行：会場監督 

 

Feb 

2月 1日 第 3261回例会 月初め 月間テーマ：平和構築と紛争予防 

ロータリー創立記念日：1905 年 2 月 23 日 

※世界理解と平和の日 
 

■幹事報告  
・ロータリー用品最新カタログ   ㈱フジマキネクタイ様 
・2022-23 年度 RI テーマ旗のご案内 ㈱オクトン様 

 

■今後の予定  例会場：ホテルグランシェール花巻 

2 月 8 日 ゲストスピーチ：浅野欣伸様 
花巻市小学生バレーボール連盟理事長 

2 月 18 日 会員卓話・ゲストスピーチ【未定】 
2 月 22 日 クラブフォーラム 月間テーマ 
2 月 23 日 ロータリー創立記念日 
2 月 24 日 ぬくまるフードパントリー 

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 3260 回  1 月 25 日 会長の時間                       橋川会長 

 

皆様、昨日はフードパントリーお疲れ様でした。オミクロン株の感染拡大によって軒先渡
しの形式としましたが、準備、引き渡し共に時間内に無事終了致しましたので次回 2 月 
24 日は試しに準備開始時刻を 14 時半にしてみることになりました。 

            1 月 19 日は北上のブランニュー北上で第 2 分区の会長幹事会が開催されました。 
2 月 26 日の IM は RLI 方式であり、コロナの状況から中止となりましたが、5 月 15 日 
(日)に北上 CC で IM ゴルフコンペを開催することが決定されました  。 
さて、今年は雪が例年の 2 倍と多いですが、今日の岩手日報の社説に 120 年前の 
1902 年 1 月 25 日は八甲田雪中行軍遭難事件で青森第五連隊隊（199 人の 
うち 139 人は岩手県出身）の兵隊さんが次々と倒れた日とありました。厳寒の冬山を

知らず、精神論を振りかざす首脳陣は危機の中でこそリーダーの能力が判る例として取り上げられています。
社説は重症化が少なく、一見優しそうな変異株を甘く見るなと結ばれますが、コロナ対策で未だに「ゼロコロ
ナ」「感染の封じ込め」を行っていることこそ現実とデータに基づかない精神論だと思います。ワクチンを打ったら
感染しない？むしろ打った人が感染しています。子どもから高齢者にうつすと重症化する？子どもと同居の高
齢者は重症化しにくいことが報告されています。子どもは色んなウイルスや細菌を家に持ち込んでくれ、それで
免疫を鍛えてくれるので重症化を起こすような病気が流行っても抵抗力がついて軽症で済むようです。マスク
をすれば感染を防げる？マスクをしても顔とマスクの隙間からウイルスは入ってきますし、ウイルスは小さすぎてマ
スクの目ではとらえられません。但し、自身が発症していて咳やくしゃみが出るときは遠くに飛ばすのを防いでくれ
たり、乾燥時に粘膜を乾燥から守る保護作用はあります。何もないのにマスクを一年中するのは衛生的にも
健康上にもマイナス面も。この百年ほどの感染症の激減は給食の開始などによる子どもの栄養状態の向上、
清潔な水、衛生的な住まいと労働環境など公衆衛生の改善によるものです。よく食べ、よく働き、十分な睡
眠をとって、本来の免疫機能を働かせることが一番の対策です。高齢者以外、ワクチンを打つメリットより、死
亡や長く続く体調不良のデメリットの方が上回っています。5 歳から 11 歳への接種や 3 回目のワクチンは免
疫力を下げてしまうという報告もあります。 

年明けから、故郷壱岐がいくつかの TV 番組で取り上げられています。その一人のマグロ漁師の中村稔君
は私の同級生です。彼は壱岐のマグロが『東の大間、西の壱岐』と言われるように品質を高める方法を研究
し、惜しみなく教えた人物でもあり、乱獲で減ったマグロを増やすために産卵期は禁漁とすることを全国のマグ
ロ漁師のところに行って講演し、マグロ資源を 5 倍に増やした人物です。私も高校で天文部に入りたいと思わ
なければ中村君と同じく中学を出て漁師をやっていたでしょうが、船酔いと先端恐怖症で漁師は向かない体に
生まれた私には彼の生き方をうらやましく思う気持ちがあります。 
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※メーキャップ：   

1/19(水)第 2 分区 10 クラブ合同会長幹事会：橋川秀治君・藤原喜子君 
佐々木史昭君 

1/20(木)北上地区 3RC 合同新年会：佐々木史昭君 
1/24(月)ぬくまる食堂フードパントリー：橋川秀治君・藤原喜子君 

藤田勝敏君・三田望君・佐々木史昭君・吉田和洋君・阿部一郎君・鹿討康弘君・市村律君 
 

■本日のゲスト  なし 
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2021-22花巻ロータリークラブ会報 

 

【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 3260 回

例会 

会員 

33 名 

出席者 

14 名 

出席規定 

免除者 7 名 

出席率  

51.8％ 

前回修正 

59.2％ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今日は明日の３RC 合同新年会が中止になりましたので、
急遽の例会で、各委員長の皆様の事業報告と抱負を頂く
ことにしました。よろしくお願い致します。 
お詫び：紙面の都合上字が小さく 

なりました 
 
第 3260 回 例会概要     

委員会上期事業報告・下期抱負 
浅沼出席委員長・・出席が第一歩と心得て後半に向け楽しん
で出席していただけるように努めます 
市村親睦委員長・・Xmas 会を阪神グッツと妻の力を借り運
営できました。後期は観桜会・最終例会に向け、タイガースも
シーズン入り頑張らせます。 
藤村ボックス委員長(代)藤原副委員長・・おかげ様で多大な
るご協力のもと目標に着実に進んでおります。 
鹿討 PG/会場監督・・PG は今後も多彩なゲストをお迎えして
実施したいと思います。会場監督はホテル花城(閉館)➡空港
TB(臨時)➡現在のグランシェールと無事、例会会場も繋ぐこと
ができ落ち着きました。ご協力に感謝です。 
谷村雑誌広報委員長・・識字率の話を月間テーマでさせてい
ただきました。日報の別冊の県内の子ども食堂の特集に、ぬく
まる食堂も掲載がありました。是非ご覧ください。 
吉田会報委員長・・おかげさまで 26/45まできました。コロナ禍
で出張等もなく今のところ順調に編集できております。 
吉田青少年奉仕委員長・・2 月 8 日ゲストスピーチ 花巻市
小学生バレーボール連盟あざの理事長をお迎えします。感染
拡大で 3 月の開催が心配されますが、参加申し込みは進行
中とのことです。 
滝田友好クラブ委員長(代)市村副委員長・・２月 17 日平
塚 RC65 周年式典に橋川会長・三田君が出席されることにな
っています。簡略化し行われる予定です。 
高橋会員選考委員長・・7 月に 3 名入会予定です。 
阿部ロータリー情報委員長・・コロナ禍でまだ 1 回の開催に留
まってます。あと 2 回程度は開催できればとも考えております。
感染状況・県・市の動向を注視して検討していきます。 
立花社会奉仕大委員長・・ぬくまるフードパントリー、旅するピ
アノも好評で地域社会に貢献できていると思います。 
浅沼人間尊重委員長・・そろそろ委員会名を改名しては。ぬく
まる活動は委員会活動にはマッチしていますが・・。 

以降の発表は時間の関係で次回例会へつづく・・・・ 

2 月 慶 祝【敬称略】 
おめでとうございます！ 

会員誕生：橋川秀治 

在籍年：上田 穣(26 年) 

橋川秀治(7 年) 

夫人誕生：橋川史子(秀治) 

結婚記念：藤田勝敏・十志子 

平和構築と紛争予防月間について 
2014 年 10 月 RI 理事会は、２月重点分野を：「平和

と紛争予防／紛争解決月間」とした。紛争予防と仲裁に
関する、若者（将来にリーダーとなることが望まれる
人）を対象とした研修の実施、紛争地域における平和構
築の支援、平和と紛争予防／紛争解決に関連した仕事に
従事することを目指す専門職業人のための奨学金支援を
強調する月間である。名称の変更されました。 

ロータリー創立記念日 
世界理解と平和の日 

1905 年 2 月 23 日は、ロータリーの創始者ポール・
ハリスが、友人 3人と最初に会合をもった日であり、
この 2月 23 日を祝う創立記念日は、「世界理解と平和
の日」として順守されている。この日、各クラブは、
国際理解、友情、平和へのロータリーの献身を特に認
め、強調しなければならない。 

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 Menu★★★ 
ホテルグランシェール花巻 

 

和風 三つ折り弁当 

 

 
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 

1 月 24 日 ぬくまる食堂フードパントリー実施報告 
申込引取世帯：56 世帯 ・ 新規世帯：3 世帯 
会員：9 名・菊の会：5 名 ・社協：4 名 
ボランティア：6 名(島様・グルージャ福田様・生協藤村店長様 
坊迫様・千葉様・高橋様) 
協賛：生協様・中央水産花巻様・やまそう様・JA いわて花巻様 

むすびえ様・インクルいわて様・ファミマ鍋倉様・農家アグリヴィリーノ様 

コープ花巻アウル様・こどもの居場所ネットワーク様・焼肉冷麺ヤマト様 

岩手雪運様・七十七銀行様・エヌワイエス様・福田パン様 

モランボン様・いわてグルージャ盛岡様・美多加堂様 他  【順不動】 

感謝！ いつもご協力ありがとうございます 

【佐々木史昭君】先週水曜日、第 2 分区 10 クラブ合同会
長幹事会が行われ、2/26(土)に予定しておりましたインター
シティミーティングはコロナ禍のため中止、その代わり春になって
から 10 クラブ合同懇親ゴルフコンペを開催することに、全会 
一致で決定しました。主管クラブの北上和賀クラブさんが、一
番ホッとしたようでした。 
【立花徳久君】合同新年会が中止になり通常の例会となった
のですが、この例会場息苦しくなく快適です。お金考えなけれ
ばコッチ。 
 

花巻 RC 活動用の 
アウターウェア選定企画中 
決まり次第 ご案内いたします 

【候 補【】 

➀パーカー  紺/マーク RC 指定  

②ジャンパー 紺/マーク RC 指定 

発注先：菊忠印刷様 

地区トンガ大噴火

災害募金協力 

■3260 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】最近、壱岐の島がＴＶに取り上げられること
が多いのですが、徹子の部屋に橋本環奈さんが出演され、
父方の実家が壱岐で年末はいつも壱岐ですごし、肉も魚も
野菜もおいしいと言ってくれました。 
【藤原喜子君】今日は、ご案内がございます。三田さんにもお
渡しして良いか確認済みです。花巻市倫理法人会の 100
人モーニングセミナー秋田の雪国ばななで有名な㈱秋田食
産の代表取締役の佐藤様がいらっしゃいます。2 社の会社
の経営とNPO法人の理事長されております。陸上自衛隊、
武富士、佐川急便をへて現職です。私の誕生日でもあり、
花束贈呈あります。皆さん、ぜひ、こぞって参加下さい！！ 
【藤田勝敏君】コロナ感染急拡大のため今週、花巻温泉を
会場とする 4 回の新年会が中止、もしくは会議のみとなりま
した。この状況がいつまで続くのか。ちなみにガス給湯器が発
注後 3 カ月の時間を要し、お客様からお叱りの毎日です。 
【高橋豊君】当社の決算は 12 月です。例年 1 月は花巻温泉
で全社員が集まり、方針発表と表彰を行っています。コロナの
為、2 年連続オンライン会議でコミュニケーション不足ですが、新
しいスタートです。良い年になるよう今年も頑張ります。 
【三田望君】含蓄深い会長の時間、楽しいお話を有難うござ
いました。できれば毎回橋川アワーをお聴きしたいものです。 
【谷村繁君】本日 1 月 25 日の岩手日報の子ども新聞に岩
手県内のすべての子ども食堂が紹介されていました。ぬくまる
食堂もイラスト付きカラーで、４ページ目に出ています。 
ぜひご覧下さい。 

 
 

mailto:hrc@hanamaki-cci.or.jp

