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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       バースデーソング 

10,本日のプログラム  
慶祝者スピーチ 
 

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 
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3月 1日 第 3265回例会  月間テーマ：水と衛生月間 
 特別週間：世界ローターアクト週間 

■幹事報告  
3 月 27 日(日)会長エレクト研修セミナー開催の 
ご案内  

RI 第 2520 地区ガバナーエレクト天沼久純様 

 

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 3264 回 2 月 22 日会長の時間                       橋川会長 
皆様、こんにちは。市村親睦委員長もプログラム紹介で仰ってましたが、今日は 

2022 年 2 月 22 日と 2 が６つも並ぶスーパー猫の日でして、猫好きの私にはたまらない 
日です。前回のスーパー猫の日は 800 年前の鎌倉時代 1222 年 2 月 22 日だそうで、 
日蓮さんの生まれ年。次は 100 年後の 2122 年と貴重なタイミングでの例会となりました。 
 ぬくまるハローワークと称してフードパントリーの利用者の方の家計改善に当クラブの会員 
企業の求人情報を伝える取り組みですが、市村君よりあっせん業にあたる可能性がある 
ので「厚生労働省の労働局に相談しておいた方が良い」とのアドバイスを受けました。 
折角の善意の活動も問題があると後で分かると大変ですから、ありがたく対応をさせて戴こうと思います。 
 3 月 20 日 15 時～仙台で国際ロータリー第 2520 地区 ROTEX 同窓会が開催されます。コロナ禍
で国際交流事業が止まるこの機を利用して、経験者である ROTEX の皆さんとのつながりを深めようとい
うものです。花巻 RC からは佐々木史昭地区青少年交換(短期)委員長と副委員長の私、そして三田
国際奉仕大委員長が参加し、長期交換経験者の小田島碧海さんと藤舘英梨奈さんも参加されま
す。密にならないように地蔵堂君のところで大きな車をレンタルして移動する予定にしています。 
 岩手日報には岩手の七つ星と北京オリンピックに参加した岩手県関係者を称えていましたが、菊池選手に
大谷選手と素晴らしいメジャーリーガーだけでなく、日本を代表するアスリートが岩手から出て、金、銀、銅メダ
ルをはじめ素晴らしい活躍で感動を届けてくれていることに驚きと共にこの時を岩手に住むことが出来ている幸
せを感じています。このような活躍も 15 年前からいわてスーパーキッズ発掘・育成事業が実を結んでいると聞
いて、すぐに結果が出るようなものではなくても、ともかく未来に向けて種を撒くことの大切さ、続けることの大事
さを感じました。 
 また、先週の土曜日に吉田委員長からの LINE でグルージャが J2 昇格後の初陣を勝利で飾ったことを知っ
た方も多いのではないでしょうか。アウェーの千葉の地で元 J1 のジェフ市原を下しての勝利ということで、大塚
製薬のヴォルティスが J1 昇格後なかなか勝てなかったことを思うと本当に選手たちは凄いなと感じます。 

ただ、残念なのは今のグルージャの選手に岩手県出身者が一人も 
いないことです。スーパーキッズの重点課題にサッカーの強化も入れ 
て頂ければと思います。 

                        本日はゲストの多田千華さんの楽しいお話を存分にして頂くために 
短めの会長の時間と致します。外は大雪ですが、 
是非、インドネシアのトロピカルな雰囲気を楽しみたいと思います。 
それでは多田様、よろしくお願い致します。 

 

District2520

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

  第 3264 回例会 出席率  59.2％ 前回修正 62.9％  

※メーキャップ： 

2/20 第 2520 地区次年度地区役員セミナー 佐々木史昭君 

■本日のゲスト・ビジター  なし 

 
会長 

 

会場監督 

幹事 

 

親睦委員会 

 

会長 

 

会場監督 

 

 

委員会 

幹事 

出席委員会 

ﾎﾞｯｸｽ委員会 

 

会長 

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 

3 月 8 日 3266 回 クラブ協議会  
～次年度各委員選出～  

担当：会長エレクト藤田勝敏君 
3 月 15 日 3267 回 会員卓話・ゲストスピーチ(未定) 

3 月 22 日 3268 回 花巻 RC 奨学生卒業報告 

担当：花巻 RC 奨学生委員会 

☑ご報告 3 月 6 日(日)開催予定の『第 34 回花
巻ロータリーカップ小学生親善バレーボール大会』は、
県内においても新型コロナウィルス感染症拡大中の
為、今年度も中止の措置となっております。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3264 回例会概要  月間テーマ   国際奉仕委員会  
ゲストスピーチ  花巻市国際交流協会職員 多田千華様 

               『イーハトーブから世界へ』 
                ～私の海外奮闘記～ 
 
 
 
 
 
花巻市東和町出身です 
医療法人中庸会介護老人 
保健施設やまゆりの里に 2005 年～2010 年まで栄養士とし
て栄養指導・献立作成調理業務に従事し、その後 2010 年
～2012 年までの 2 年間青年会が協力隊に参加し、インド
ネシア共和国ゴロンタロ州ボアレモ県保健局に栄養士隊員とし
て赴任しました。今日着ている服はバディといいインドネシアで
は正装です。ボアレモ県では教育の遅れにより栄養不良児が
多くいことが問題視されていて、その大きな要因が母親やなどの
知識不足に起因していることがあり、その解決へ向け地域のス
タッフと協力して、栄養知識の啓もう活動を行いました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
その後 2013～15 年にカナダの 
トロントへ語学留学し、2016 年 
～173 年(公財)国際人材育成 
機構で、インドネシア語通訳・翻訳 
ビザの申請業務へ従事。 
現在はご縁があって佐々木史昭さんが理事長の(公財)花巻
国際交流協会に勤務しております。 

3 月慶祝  《敬称略》 

会員誕生：高橋豊・阿部一郎・下坂和臣・高橋典克・小原紀彰 

        市村律・鹿討康弘 

在 籍  年：なし 

夫人誕生：佐々木啓子(史昭)・淺沼葉子(幸二) 

市村香子(律)・下坂琴音(和臣)・小山田智美(泰彦) 

結婚記念：笹木賢治・修子/鹿討康弘・つぐみ/下坂和臣・琴音 

水と衛生月間について 
2014 年 10 月 RI 理事会は、3 月を重点分野：

「水と衛生月間」とした。地域社会における安全
な水の公平な提供、衛生設備や衛生状況の改善、
持続可能な水設備と衛生設備の設置、資金調達、
維持管理を地域住民が行っていくための能力向
上、安全な水と衛生の重要性について、地域住民
の認識を高めるためのプログラム支援、水と衛生
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。 
 

ローターアクト週間 (3/13 を含む1週間) 
ロータリークラブには、地元のローターアクトクラブと

の共同プロジェクトや、親睦活動に参加するよう、呼びか

けを行っています。参加により、ロータリアンは、ロータ

ーアクターから、若いエネルギーや、新しいアイデア、労

力を得ることができますし、ローターアクターは、ロータ

リアンから深い知識や経験を学ぶことができる。 

(ロータリー章典第 12 条ローターアクト参照） 

2021-22 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 

 
〜中国料理〜 
シェフ手作り 

シウマイ他 

■3264 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】多田さん、花巻ロータリーにようこそ。ロータリーの
国際交流もなかなかままならない中、楽しいお話をありがとうござ
いました。 
【藤原喜子君】多田千華さん、楽しい講話ありがとうございまし
た     栄養士の資格を生かして日本国内のみならず、インドネシ
アで尽力され、ちょうど震災の時にもあたっておられたとお聞きし、
ご苦労も多かったと思います。バティクお似合いです！！ 
【高橋豊君】最近読んだ中で最も面白い本は、元日ハム監督
の栗山氏が著した「栗山ノート」です。大谷や佐々木朗希の話
も出てきますが、四書五経など中国の古典や安岡正篤、修身
教授録の森信三の話など、大変な勉強家であることに驚きを覚
えました。オススメです。 
【佐々木史昭君】花巻国際交流協会職員多田千華さんの
Indonesia 体験記、とても興味深く拝聴させていただきまし
た。異文化理解にとても貢献されていると感じました。これからも
益々千華さんの特徴を活かして、御活躍されますこと、期待し
ています。 
【阿部一郎君】大雪の中、ゲストスピーチしていただいた多田様
には、インドネシアの様子をお話しいただき、大変楽しく拝聴させ
ていただきました。今後も国際交流が発展するよう頑張って頂き
たいと思います。本日は猫の日。猫の飼育に関する経済効果
は、2 兆円になるそうです。ちなみに私は犬派です。 
【立花徳久君】先週土曜日に安比に行ってまいりました。久しぶ
りに全力スキーをしてヘトヘトになり回復に時間がかかりました。
多田千華様楽しいお話ありがとうございます。インドネシアに 1
度行きたくなりました。 
 

 

 

 

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 

2/24 ぬくまる食堂フードパントリー実施報告 
申込世帯：59 世帯・(うち新規 3 世帯) 

▢会員：10 名・菊の会：5 名・ 

▢お手伝い：社会福祉協議会様 4 名・ 

島スミ子様・小原恵美子様 

グルージャ盛岡福田様・ウノーインダストリー井上様 

マーマフーズ㈱石崎社長・藤岡専務様 
▢ご寄付/ご協力者様：生活協同組合連合会コープ東北サンネ

ット事業連合様・中央水産様・マーマ食品様・福田パン様・ 

コープあうる様・焼肉ヤマト様・めし屋タカハシ様 

㈱エヌワイエス様・モランボン㈱様 

石黒農場様  ★岩手雪運様(保管) 
 

イトーヨーカ堂へ 
旅してます  3 月まで 

次回：令和 4 年 3 月 23 日(水) 

 

mailto:hrc@hanamaki-cci.or.jp

