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■本日のプログラム        例会進行：会場監督 

 

Feb 

2月 8日 第 3262回例会  

■幹事報告  
・令和３年度卒業式について(お知らせ) 

〔岩手県立花巻南高等学校 校長 山田 浩和様〕 
・平和構築と紛争予防 月間リソースのご案内 

〔RI 日本事務局〕 
・2021-22 年度ロータリー財団年次基金・ポリオ基金 
のお願い    〔RI 第 2520 地区ガバナー 鈴木俊一様〕 
・RLI 研修パートⅢ打ち合せのご案内 

〔RI 第 2520 地区 RLI 委員会委員長 柴田茂様〕 
・RI 第 2520 地区 2021-22 年度 地区大会のご案
内 
・第 9920 地区からのお礼状 
・PHS(ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽ・ｿｻｲｴﾃｨ)認証式のご案内につい
て 
・１月ロータリーレート １ドル＝115 円 

 以上 4 件 〔ガバナー事務所様〕 

 

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 3261 回   2 月 1 日 会長の時間                       橋川会長 
本日は米山の黄思平さんから届いた旧正月のメッセージカードと台湾のお菓子と藤原 
幹事からの超早めのバレンタインチョコがテーブルを彩る華やかな例会です。 
本日のプログラムの慶祝対象者は 3 名ですが、従業員に陽性者が出たので大事を 
取って食事は遠慮したいと理事会のみの参加や欠席でトリプル慶祝の私一人となりま 
した。明日と今週末が私と妻の誕生日で入会 7 年となりますが、会長の時間に続け 
て私がお話しするだけでは恐縮ですので、花巻温泉から本日イトーヨーカドーに移った 
『旅するピアノ』について鹿討会場監督、後程お話しをお願い致します。 

本日は理事会が開催され、今後のプログラムでは会員卓話を例会に来られていな 
い会員に依頼すること、クラブ会報については負担軽減策が藤田エレクトから提案

され、協議の結果、鹿討会場監督監修の下、お嬢様に委託することとなりました。会報作成をどう継続
するかは悩ましい課題でしたので、ありがたい限りです。 

花巻 RC のジャンバーですが、今回は厚手のパーカーを作成することに決定しました。20 着以上の注
文数が望ましいため、奥様や予備などのご注文も出来ればお願いします。 

2 月 17 日開催予定の友好クラブ平塚 RC の創立 65 周年例会は延期の可能性も出てきました。
柏手会長より連絡があるとのことですので、その際にオンライン合同例会のご相談もしたいと思います。 
ぬくまる食堂のフードパントリーは 6 月までの開催が決まっていますが、場所の確保のために社協さんの本
部研修室を 12 月まで抑えて頂きました。水曜日の開催に統一と致しますので宜しくお願い致します。 
来週は花巻 RC カップのお話を花巻市小学生バレーボール連盟の浅野様にお話しいただきます。オミク
ロンの感染拡大で開催できるか危ぶまれますが、そこは連盟のご判断に任せようということになりました。
なお、来週は会議のために欠席いたしますので、藤田副会長に会長の時間をお願いしています。どうぞよ
ろしくお願い申し上げます。 

イベルメクチンのオミクロン株への効果が興和さんのニュースリリースで発表されましたが、メディアは一切
報じません。アメリカの FOX ニュースはワクチンがオミクロンに全く効果がないだけでなく、感染や重症化を
招くという事実を報じました。潮目は変わって来ています。          →裏面へ・・・ 

 

District2520

Rotary International

Hanamaki
Rotary　Club

■出席報告 会 員   33 名 出席者数 13 名 出席規定免除者 7 名 

  第 3261 回例会 出席率  53.8％ 前回修正 61.5％  

※メーキャップ： 

2/1 旅するピアノ 移設 花巻温泉➡イトーヨーカ堂  鹿討康弘君・藤田勝敏君 

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 
■本日のゲスト  浅野 欣伸(よしのぶ)様 

岩手県小学生バレーボール連盟 副理事長 

会長 

 

会場監督 

幹事 

親睦委員会 

 

会長 

会場監督 

青少年奉仕 

委員会 

 

 

委員会 

幹事 

出席委員会 

ﾎﾞｯｸｽ委員会 

 

会長 

以前開催時の様子 

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  浅野 欣伸様 

 岩手県小学生バレーボール連盟 副理事長 

《花巻 RC カップ小学生親善バレーボール大会》 

の概要と今年度の大会運営について(仮題) 

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 

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  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

慶祝三段重：橋川秀治君 ★★★2/1 の Menu★★★ 
ホテルグランシェール花巻 

 
三元豚 
ロース 
カツレツ 

■3261 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】本日はトリプル慶祝ありがとうございます。2 月はケーキ

にチョコを食べる機会が多く、ジャケットのボタンが止まらなくなりそうな幸

せ太り月間です。 

【藤原喜子君】花巻ロータリークラブのダンディな皆々様、日頃大変お

世話になっております。誰よりも早くバレンタインチョコお渡しできて、私は

大満足です。 

【藤田勝敏君】当社従業員の子供さんが濃厚接触者の為、ＰＣＲ

検査結果待ちに付（クラスでコロナが発生した為）私も該当従業員

と一緒に仕事をしていたことから、慎重を期して、食事付きの会議は控

えることにしました。よろしくお願いします。ケーキ、ありがとうございまし

た。 

【高橋 豊君】今日は、思いがけずバレンタインデーのプレゼントを藤原

さんから頂きました。今年は飲みにも行けないので、プレゼントはないか

なと思っていたので、とても嬉しいです。ありがとうございます。 

【立花徳久君】先週は岩手ジャズを聞きに行きました。世界の一流ミュ

ージシャンの演奏を久しぶりに聴き心が躍りました。 

【稲田典之君】謹賀新年、今日 2 月 1 日は旧正月です。来年は 1

月 22 日のようです。藤原幹事様、バレンタインプレゼント第 1 号あり

がとうございます。黄思薄さんにも感謝です。 

【佐々木史昭君】こうしへいさんからの近況報告の手紙、大変うれしく

拝読させていただきました。米山奨学生として岩手に長く滞在された経

験を元にして、両国のかけ橋にならんとする志を持って活動されている

こと、力強く感じました。これからも花巻との関係を切らさず、益々活躍

して行っていただきたいと思います。 

 
コウ・シヘイさんから賀状と一緒に 
届いた台湾のお菓子 

 

 
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 

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 

第 3261 回  ご披露    米山奨学生 コウ・シヘイ【黄思萍】さん届いた 春節賀状(近況報告)と台湾のお菓子 

                   うれしい賀状が届きました 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岩手と台湾、そして日台の様々な交流の架け橋となりたいと頑張っている様子が伺えます    嬉しいですね(^^ 
健康で過ごされることをご祈念し、ご活躍を見守って参りましょう            当時のカウンセラーは阿部一郎君です 

イトーヨーカ堂へ 
旅してます 3 月まで 

■今後の予定  例会場：ホテルグランシェール花巻 

2 月 15 日 3263 回 ゲストスピーチ 
㈱毎日広告社仙台 代表取締役 豊口寿郎様 

2 月 22 日 3264 回 クラブフォーラム月間テーマ 
担当：人間尊重委員会/国際奉仕委員会 

3 月  1 日 3265 回 慶祝者スピーチ 
3 月 8 日 3266 回 クラブ協議会 次年度各委員選出 

担当：藤田エレクト 
3 月 15 日 3267 回 花巻 RC カップ実施報告 
3 月 22 日 3268 回 花巻 RC 奨学生卒業報告 

従来のコロナウイルスが肺の深いところの ACE 受容体を介して感染していたのに対し、オミクロンは上気道（喉や鼻）から
感染するので感染し易く、うつりやすい為、プロポリスも効果があるようです。様々な対策がありますので、活用して元気にお
過ごしください。これで会長の時間を終わります。 
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