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■本日のプログラム      例会進行：会場監督 

 

Feb 

2月 15日 第 3263回例会  

■幹事報告  
・平塚 RC 創立 65 周年記念例会変更のお知らせ 

〔平塚 RC 様〕 
・RI 第 2520 地区 ROTEX 同窓会開催について 

〔RI 第 2520 地区 国際奉仕委員長 高橋 孝一様〕 
・友好都市交流事業の実施状況及び来年度事業 
 計画について(照会) 

〔花巻市友好都市交流委員会 会長 佐藤良介様〕 
・第９回全国 IAC 研究会 Web(ZOOM)開催の 

ご案内〔全国 IAC 研究会 委員長 辰野克彦様〕 
・2022-23 度版 ロータリー手帳お買い上げのお願い 

〔(一社)ロータリーの友事務所 鈴木宏様〕 
〕 

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 3262 回   2 月 8 日 会長代行の時間                    藤田副会長 
今年度の会長代行スピーチは昨年のクリスマス家族会(12/22 開催)に続き 2 回目となります。 

どうぞ宜しくお願い致します。 
本日はゲストとして、岩手県小学校バレーボール連盟副理事長の浅野欣伸(よしのぶ)様 
にお越し頂いております。このあと、「花巻ロータリーカップ小学生親善バレーボール大会」に 
関するスピーチをお願いしております。どうぞ宜しくお願いいたします。 
さて、先週は例会を欠席させて頂きましたが、当社従業員のお子さんの学校でコロナが発 
生し休校となり、クラス全員のお子さん方が濃厚接触扱いとしてＰＣＲ検査を受け結果 
待ちに付、私も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の会食を控え 
させて頂きました。2 月 3 日の岩手日報一面にも掲載されておりましたが、お子さんのＰＣ

Ｒ検査結果の連絡までに時間を要し、同居のご両親が会社へ長期間出社出来ない「長引く自宅待機」が問
題となっております。リスクの高い人に絞った現実的な対応が必要かと思います。 

次に 3 月 8 日例会のクラブ協議会にて次年度の各委員の選出を提案させて頂きます。既に原案は完
成しておりますが、今後皆様へご案内致しますのでご協力をお願いいたします。また、昨年のクラブ協議会の
際にもお話しましたが、入会 3 年目以下の会員の方々の例会参加が芳しくなく、持続可能なクラブ運営の
実現が厳しくなりつつあります。今後、状況によっては遠くない未来にクラブ統合、例会回数の変更等の問題
も浮上してくるかと思います。 

7 月より 2022-23 年度の会長を担わせて頂くわけですが、毎週の会長時間のスピーチは、ＲＣ関連以
外の話題では最近世界中の共通課題である脱炭素やエネルギー関連の話が中心になると思います。2050
年カーボンニュートラルの実現に向けて世界的な脱炭素の流れを受け、当社でも今月中にカーボンニュートラ
ルＬＮＧを導入する予定でしたが、コロナ禍の影響を受け延期となりました。現在 3 月導入に向け業者と調
整中です。最近、皆様はＬＮＧ（液化天然ガス）という言葉を新聞等で毎日のように目にすると思いま
す。ＥＵはロシアから 5 割の天然ガスを輸入しておりますが、ロシアは北京オリンピックの中国への手土産とし
て、同国へのＬＮＧ追加供給に合意し、ＥＵへ揺さぶりをかけております。そして、米国は日本に欧州への
ＬＮＧ融通を打診してきております。ウクライナを巡るロシアと欧米の対立が世界のエネルギー問題に波及し
てきました。まだまだ、エネルギー価格は脱炭素、ロシアと欧米の対立、コロナ感染の影響をうけ高騰が続くも
のと予想され、景気減速というリスクを含んでおります。 

今後、景気の停滞とインフレが同時に発生する「スタグフレーション」に陥らないことを願うばかりです。脱炭
素の動向は経営者の皆さんにも影響する問題でもありますので、今後少しでもお役に立てるお話ができれば
と考えております。よろしくお願いいたします。 

District2520

Rotary International

Hanamaki
Rotary　Club

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

  第 3262 回例会 出席率  57.1％ 前回修正 60.7％  

※メーキャップ：なし 

 

■本日のゲスト  豊口 寿郎様 

(株)毎日広告社仙台 代表取締役 

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 

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  豊口 寿郎様 

 (株)毎日広告社仙台 代表取締役 

「センバツ高校野球と新聞の話」 
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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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  

■今後の予定  例会場：ホテルグランシェール花巻 

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 6 日(日) 第 34 回 花巻 RC カップ 

小学生親善バレーボール大会(総合体育館Anex) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゲストスピーチ概要     浅野欣伸様 
県小学生バレーボール連盟副理事長 

実は第一回より関わっております。 
Ｓ60 年当時花巻ＲＣの中辻さんに 
相談しＳ61 年大会がスタートしました。 
ここ数年はＶリーグの為、急きょ中止と 
なってから、新型コロナウィルス感染症に 
より 2 年も中止を余儀なくされております。 
東日本大震災津波の際は、準備中に震災が起こり、参加
チームの状況と中止の連絡を通信がままならない中、四苦
八苦してなんとか行いましたが、連絡が取れず開催予定日
に来るチームがいると失礼と思い会場で待っていたら、上田
さんも同じ思いできてくださったことが思い出されます。小学 6
年生にとっては最後の大会。なんとか開催して次のステージ
へ繋げていってほしい思いでいっぱいです。第 6 波の折、参
加を市内チームへ限定し実施の方向です。感染が収まるこ
とを願うばかりです。運営にご協力頂き感謝致します。 

ぬくまる食堂実行委員会 
『フードパントリー事業』実施のお知らせ 

開催日：2022 年 2 月 24 日(木) 
14：30～準備  17：00～開場 

感染拡大防止対策をし、実施いたします 
ご協力をお願い致します 

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 

★★★2/8 の Menu★★★ 
ホテルグランシェール花巻 

中国料理 
白金豚ロースと山菜のオイスターソース炒め 
ホタテの甘酢あんかけ他 

■3262 回ニコニコボックス    ニコニコボックス委員会                                   
【藤田勝敏君】今日は今年度、2 回目の 
会長代行ありがとうございました。そして、 
浅野様、貴重なお話ありがとうございました。 
会長代行のスピーチ原稿を午前中会報委員 
へ送付しましたが、7 月より一年間続くと思うと 
大変です。 
【上田穣君】浅野さん、お久しぶりです。 
なつかしいお話をありがとうございます。 
ロータリーカップが開催されることを祈っています。 
先週都合により出席できかねましたが、本日藤原幹事よりプレ
ゼントをいただきました。とてもあたたかい気持ちになりました。あ
りがとうございます。 
【藤原喜子君】本日は、岩手県小学生バレーボール連盟副理
事長でいらっしゃいます浅野欣伸様ご講話ありがとうございまし
た。コロナで大変な中での開催、御心労お察し致します。37～
38 年前の第 1 回の立ち上げから関わっていらっしゃるのは浅
野様だけというのも、素晴らしいですね。6 年生の 3 月の卒団
式にあてるという事に感銘を受けました。震災の時のお話も、グ
ッときました。 
【谷村繁君】陵侑選手金メダルおめでとうございます。24 年ぶ
り。長野オリンピックに船木選手の応援に行ったときのことが蘇り
ました。 
【佐々木史昭君】地区の国際奉仕委員会が主催して
ROTEX（ローテックス）と呼ばれる、長期青少年交換生経験
者の総会を 3 月 20 日㈰に仙台で開催することになりました。
当地区は短期交換生も ROTEX に含めて声をかける事にしま
した。花巻 RC 
のホストとなる ROTEX は、長期生 4 名と短期生若干名が対
象になっています。 
【立花徳久君】浅野理事長様ゲストスピーチありがとうございま
した。RC カップといいながら裏舞台は良くわからずに居ましたの
で良い機会でした。土曜日に安比にスキーに行って来ました。や
はり人数は少なめでした。でも雪質はパウダースノーでした。 
 

 

 
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 

イトーヨーカ堂へ 
3 月まで旅してます 
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委員会報告 佐々木ガバナー補佐 
ROEEXの総会が3月開催されます。 
また、地区大会が4月 15 日から仙台で 
予定されており、親善ゴルフ大会に 
花巻RCチームとして参加予定です。 
17日(日)本会議他への皆様の登録をお待ちして 
おります。開催できれば2年ぶりです。 

「トンガ沖大規模噴火災害義援金」に対し地区へのお礼状 

【阿部一郎君】バレーボール連盟、副理事長浅野様には、
本日花巻 RC 例会でスピーチいただき、ありがとうございま
した。コロナの中、来年こそは大会が開催される事を祈りま
す。コウ・シヘイさんには、よだかの星を中心とした岩手の銘
菓を送りました。ラインでは、花巻ロータリアンの声援に感謝
しておりました。 
【吉田和洋君】浅野様、本日はスピーチありがとうございまし
た。開催できる事を楽しみにしております。32 回大会で横断
幕を制作しましたが、使われたのは、まだ 2 回です・・。 
【藤村弘之君】本日は花巻人形の記事がのっていたので、
新聞を配らせてもらいました。 
【高橋豊君】今日は当社の会議で抜け出してきましたので、
早退させて頂きます。 
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