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6, 食 事 
7,会長の時間 
8,本日のプログラム  
 クラブフォーラム 

 『Chika のインドネシア体験記』 
元 JICA 協力隊員   

花巻国際交流協会 多田千華様 

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 
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2月 22日 第 3264回例会  

■幹事報告  
・RI 第 2520 地区第 2 分区 IM 開催中止のお知らせ 
〔RI 第 2520 地区第 2 分区 G 補佐 佐々木史昭様〕 

・ハイライトよねやま Vol.263 〔(公財)R 米山奨学会様〕 

・花巻 RC カップ 第 34 回花巻市小学生親善バレー
ボール大会の中止について（通知） 

〔花巻小学生バレーボール連盟 会長 藤館 茂様〕 

・広告入り種子のご提案    〔東京優芳園株式会社様〕 

・〔記事募集〕3.11 東日本大震災関連の活動
について             〔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 3263 回   2 月 15 日会長の時間                  橋川会長 
皆様、こんにちは。北京オリンピック楽しまれていますか。スキージャンプの小林陵侑選手は 
ノーマルヒルで金、ラージヒルで銀、私がゴンドラでご一緒したことのある岩渕麗楽さんはビック 
エア 4 位と岩手県選手の活躍が光る大会です。一方で高梨選手のスーツ規定違反や 
平野歩夢選手の 2 回目が低い採点だったり、スピードスケートの不可解なフライング判定、 
スノーボードパラレルの竹内選手の失格と、残念な面も目立つ大会でもありました。 
勝利やメダル至上主義が強くなりすぎて、選手の努力に対する敬意やフェアプレー精神が 
蔑ろにされているように感じます。 
 お休みを頂いた先週の例会では浅野様よりロータリーカップを花巻市内のチームに限定する方向で準備され
ていると伺っていますが、規模は違いますが、親善を目的とした大会ですので子ども達が楽しめるように運営し
たいと思います。 
  先週 2 月 11 日の建国記念日は青森某所で妻ときのこ会の師匠達と泊りがけでスキーに行って参りまし
た。お天気にも雪にも恵まれて楽しんだ後、佐々木ガバナー補佐夫妻とフロント前でばったり出会い、お風呂
や夕食で楽しい時間を過ごしました。翌日はスキー場の急斜面で遭遇、76 歳と 78 歳の師匠とのまったりペ
ースが丁度いい我々には、非圧雪の荒れた斜面もスピードに乗ってスイスイ滑る史昭さんの技術と体力がまぶ
しく映りました。 
  先程、市村親睦委員長から紹介があった、花巻市の子ども食堂助成の話は大変ありがたいニュースで
す。フードパントリーには多額の資金が必要で、大変助かります。そして、次回 2 月 24 日(木)のフードパント
リーの案内が 10 日に始まっていますが、市役所の社協分室からの紹介で申し込まれた新規の方が大変な状
態と分かり、事務局の鹿討さんから備蓄分を先に中、小、年長の 3 人の子どもを育てる母子家庭のお母さん
に渡して頂いたことをご報告致します。昨年からコロナ禍によって解雇され、時間給の仕事に就き、オミクロンに
よる休校や休園で働けず収入が激減。この事業はまだまだ必要だと感じさせられました。 
                       しかし、本当に子ども達の生活を改善するには安定した収入を得る 

ことと鹿討さんから提案を受け、花巻 RC の会員企業で必要な求人 
をぬくまる利用者に紹介する取り組みを行いたいと考えています。 
皆様にもお力添え頂ければ幸いです。 

                       本日は毎日広告社仙台の豊口社長にスピーチを頂きます。食事中 
は車の話で盛り上がりましたが、花巻東が出場する春の選抜大会や

その主催の毎日新聞社についてお話し戴けるとの事で楽しみにしております。よろしくお願いします。 

District2520

Rotary International

Hanamaki
Rotary　Club

■出席報告 会 員   33 名 出席者数 17 名 出席規定免除者 7 名 

  第 3263 回例会 出席率  62.9％ 前回修正 62.9％  

※メーキャップ：なし 

 

■本日のゲスト 
花巻国際交流協会事務局 多田千華様 

 

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 
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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  

■今後の予定  例会場：ホテルグランシェール花巻 

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 ゲストスピーチ 
3 月 22 日 3268 回 花巻 RC 奨学生卒業報告 

『四つのテスト』も 
H:橋川 秀治君 

《 ご報告 》 
3 月 6 日予定の花巻 RC カップ小学生親善バレー 
ボール大会は残念ですが中止の判断なりました。(下記) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3263 回 例会概要   「センバツ高校野球と新聞のお話」  (株)仙台毎日広告社仙台 代表取締役 豊口寿郎様 

豊口寿郎 1963 年生まれ 58 歳 ㈱毎日広告社仙台 代表取締役をしております。 
1992 年毎日新聞系列の折込会社に入社後 2014 年縁あって毎日広告社仙台入社し 2017 年から代表を務め、毎日新

聞とは約 30 年たずさわっています。趣味は車 ８０年代の古い車を見るとわくわくします。もう一つは山下達郎。 
今回は毎日新聞と選抜高校野球の話です。さて、なんで仙台にいる私が花巻にいるのか？ 

選抜は主催が毎日 別刷りをだします。その広告を集めるために花巻を回っています。 
高校野球 夏は朝日新聞 春は毎日新聞って知ってましたか？毎日新聞は今年創刊 150 周年 
1972 年明治５年です。昨日社長交代の発表がありました。新社長は松木健さん 岩手出身です。 
昔は情報のほとんどを新聞からでした。毎日が発行されたあと朝日、読売、そして岩手日報のような 
地方紙が発行されます。そうなると部数を増やすために何で勝負するか。当時は、記事の内容でした。 
新聞社が主催事業をおこないその事業については他の新聞より詳しく記事を書く、だから新聞を取ってくれ  
という営業をやっており、その流れは今でも続いています。そのうち景品競争になり、読売は部数を伸ばしてきました。ですがテレビ、な
どメディアが増えると新聞も読まれなくなってきます。新聞は年々部数が下がっています。ピークは 25 年前の 1997 年 全国で
5377 万部 それが 2021 年は 3300 万部 2000 万部以上も下がっています。読売 1000→715 万部  朝日 800→475
万部 毎日 400→200 万部です。どんどん減っていく新聞ですが、この先どうなるか もしかしたら形は変わるけど、私は残ると思い
ます。ネットに移行することは間違いないが、収益にできないというのが各社共通の悩みらしいです。 

選抜高校野球の第一回は 98 年前 1924 年。大正 13 年 途中戦争で中断があったので今年で 94 回目です。 夏は 1915
年に 10 年ほど遅れて開催。長い歴史のなかで危機もありました。戦争中は中止。戦後再開するにあたって当時の GHQ から「なん
で全国大会が 2 回あるのか 1 回でいいだろう」と指導があったが、知恵で乗り切ったそうです。そして次の危機は 2011 年震災のと
き 震災後 12 日後の 3/23 に開催だったので役員も相当悩んだそうです。スタンドには「がんばろう日本 がんばって東日本」の大
弾幕がかかげられたことは人々の感動を呼びました。そして 3 回目の危機は 2020 年のコロナで中止。戦争、震災でも開催した選
抜でしたがコロナには勝てませんでした。さて選抜ということなので選ばれた学校が出場できます。基本的には秋の大会で優勝、準
優勝のチームが選ばれますが、そこにはドラマがあります。選抜は学校に電話が来ます。ニュースで見たことがあると思います。あれは
私たちも事前にはわかりません。では 21 世紀枠とはなんですか？という方もいると思うので簡単に説明します。 

球児の夢舞台である甲子園出場機会を広げるため、2001 年に導入された。 練習環境のハンディ克服や地域貢献など戦力以
外の要素を加味し、全国 9 地区の候補校から東日本、西日本各 1 校、全体から 1 校の計 3 校が選ばれるものです。いわば普
通に野球をしている球児にもチャンスを与えるとう意図もあります。 

花巻東は 2009 年に初出場 菊池雄星投手の活躍でなんと準優勝。その年は夏の甲子園にも出場しベスト 4 までいきました。
立派な成績です。その花巻東今年は優勝のチャンスありです。「岩手から日本一」の目標をたてて優勝を狙っています。ぜひ皆様、
地元の花巻東を応援してください。組み合わせ抽選会は 3/4 大会は 3/18 からです。 

そして最後にちょっと宣伝を・・先ほどの別刷りまだ少し枠が空いております。これは地方紙と違い単に広告ではなく、毎日新聞を
通じ運営費に充てられます。間接的な寄付だと思っていただければと思います。ご清聴ありがとうございます。 
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★★★2/15 の Menu★★★ 
ホテルグランシェール花巻 

和食 
三つ切り弁当 

 

■3263 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】豊口様、本日は興味深いスピーチをありがとうございまし
た。業界のウラ話が聞けてとても楽しませて頂きました。稲田さん、国旗の
寄贈ありがとうございます。とても気持ち良い会場で気持ちよく話が出来
ました。 
【藤原喜子君】豊口さん、私も倫理法人会に入会しており、毎週木曜
朝 5 時から参加しております      今日は、新聞協会の裏話とても興味深
く聞かせていただきました！！車も高校野球も大好きです       
【藤田勝敏君】最近、毎週、脱炭素のセミナー（zoom 形式）受講で
勉強モードです。今日も 10：00 からセミナーを受講してきました。いつま
で続くのか、気が重くなります。 
【高橋豊君】花巻市の一般会計補正予算が可決されましたが、その中
にこども食堂等への運営経費を補助する事業が含まれており、まことに喜
ばしいことです。コロナで大変な時代ですが心までコロナに負けないように
元気でいたいものです。 
【佐々木史昭君】先週金曜日からの 3 連休、青森の岩木山の北側斜
面にある青森スプリングリゾートスキー場に妻と 2 人で行って参りましたが、
偶然にも橋川さん御夫妻にお会いし、楽しくスキー御一緒させていただき
ました。昨日は岩手県鉄構組合の全会員を対象にしたセミナーで、アク
サ生命に全面的にお世話になって、健康経営の研修をしました。 
【鹿討康弘君】豊口様、本日はお忙しい中、仙台からお越し頂きありが
とうございました。奥様にはとてもお世話になっております。普通は負けた
選挙の幹事長はやせるのでしょうが、3 ㎏以上太りました。2 ヶ月間事務
所で毎日お菓子やせんべい、差入れ品を食べ続けた成果です。体重で
は勝ちました。 
【立花徳久君】フードパントリーの緊急措置の件ですが、すごく考えさせら
れました。たぶん、相談する事自体勇気が必要だったのかなと思います。
共生する社会にはまだまだかなと思いました。豊口様、なかなか聞けない
お話ありがとうございました。 

 

 

 
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 
旅してます 3 月まで 

 
稲田君より『国旗』を 
寄贈いただきました 
真新しい国旗の前で 

出席報告 

『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 
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