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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  
 クラブフォーラム 次年度委員選出 

 担当：藤田エレクト(副会長) 

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 

 

Mar 

3月 8日 第 3266回例会  

■幹事報告  
・第 19 回ロータリー全国囲碁大会のご案内 

〔RI 第 2580 地区ガバナー事務所様〕 
・2022 年 3 月 RI 為替レート：1 ドル=116 円 

〔ガバナー事務所様〕 
・ロータリーの友購読料改定のお知らせ 

〔(一社)ロータリーの友事務所様〕 
・2021-22 年度地区大会市内 3RC 合同バス 
運行のご案内    〔花巻北 RC 会長 谷地玄光様〕 

・カタログ送付のご案内及び商品価格の改定について
〔㈱オクトン様〕 

・花巻市友好都市交流委員会情報誌「ひと花」
第 28 号の配布について 

〔花巻市友好都市交流委員会 会長 佐藤良介様〕 
 

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 3265 回 3 月 1 日  会長の時間                       橋川会長 
皆様こんにちは。前回例会ではスーパー猫の日ですと申し上げましたが、 

出席報告で稲田宮司より、本日は「竹島の日」でもありますとのお言葉を 
頂きました。国境近くの出身の私が猫にうつつを抜かし失念していてお恥ず 
かしい限りですが、大切な日をリマインドして戴いたことに改めて感謝申し 
上げます。ありがとうございました。 

そして、先週 24 日(木)はフードパントリーでした。道路状況でグルージャさんが 
預かってくれていた福田パンと大豆肉回鍋肉（マーマフーズ様提供）が届くのが遅れて、3/4 ほどの方に
は渡せなかったのとオミクロン感染で 3 世帯が代理で受け取られましたが、無事全員に配布が出来まし
た。軒先渡しで寒い中本当にお疲れ様でした。マーマフーズの石塚社長と藤岡専務も立ち寄られ、今
後もご支援頂けることと例会でのスピーチもご快諾頂きました。伸び盛りの分野で地域と一緒に発展した
いとのこと。楽しいお話が聞けそうです。 

翌日、渡せなかった食パンと冷凍食品を清光学園さんにお届けし、大変喜んで頂きました。帰りがけ
に鹿討さんが職員の福山様に子ども達の就職状況について尋ねたところ、国の児童養護施設への支援
が手厚くなり、何と半数が進学できるようになっているとの嬉しい話を聞き、是非、例会で詳しく紹介して
欲しいとお願いして快諾を頂きました。 
 前々回、毎日広告社仙台の豊口社長の話にもあった春の選抜高校野球ですが、花巻東高校の応
援ポスターを持ってきたうちの営業によると、無事オミクロンも乗越えて、甲子園に向かったそうで良かった
です。佐々木鱗太郎くんは 12 月に受けた肩の手術でキャッチボールも出来るそうです。まだ、1 年生な
ので無理せずしっかり治療して欲しいと思います。 
 さて、3 回目接種を受けられた方もいらっしゃるかと思いますが、北海道、東北を皮切りに全国で医師
有志の会がこのワクチン接種の中止を求めて声を挙げられています。それはワクチンに主張されている効
果はなく、通常のワクチンに比べて副反応だけでなく、けた違いの数の死亡者と後遺症で日常生活に支
障をきたす方、がんや自己免疫疾患などの急増が認められ、国は認めていませんが、ワクチンによる可能
性が高いとされています。特に子ども達においてはオミクロンでは亡くなってないのにワクチンでは既に死者
が出ていますので打たせないで下さい。一方で、2 回目接種を受けていても 3 回目を受けなければ自然
免疫が回復してくるというデータも海外では出ています。どうか慎重な対応をお願いします。 
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■出席報告 会 員   33 名 出席者数 15 名 出席規定免除者 7 名 

  第 3265 回例会 出席率  57.6％ 前回修正 61.5％  

※メーキャップ：2/24 ぬくまるフードパントリー 橋川秀治君・藤原喜子君・藤田勝敏君・稲田典之君 

阿部一郎君・市村律君・藤村弘之君・吉田和洋君・三田望君・浅沼幸二君・佐々木史昭君・鹿討康弘君 

■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  

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 

■今後の予定  例会場：ホテルグランシェール花巻 

3 月 15 日 3267 回 月間テーマ 吉田和洋君 
3 月 22 日 3268 回 花巻 RC 奨学生卒業報告 

県立花巻北高校 川村校長様・奨学生他 

3 月 29 日 3269 回 会員卓話・ゲストスピーチ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は慶祝です。私は 2 月にトリプル慶祝でしたが、下坂先輩はご夫婦ともに 
3 月誕生で結婚記念日も 3 月のトリプル慶祝ですのでお祝いをお届けしてご挨拶 
したいと思います。 
では本日は慶祝対象の方も多いようなので、この辺で会長の時間を終わります。 

 

第 3265 回 例会概要     慶祝者スピーチされた方々 
✻会員誕生 
高橋 豊君・阿部一郎君・市村律君：鹿討康弘君 
✻夫人誕生 
佐々木史昭(啓子さん)君・浅沼幸二(葉子さん)君 
：市村律(香子さん)君 
✻結婚記念 
鹿討康弘君/つぐみさん 
 

★本日の Menu★ 
ホテルグランシェール花巻 

 

和食 三つ切り弁当 
焼魚・お刺身・天ぷら 

デザート付 

■3265 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】今年は東京出張もなく、まだ花粉症になってい
ません。イベルメクチンが効くとの話もあり、抗アレルギー薬を飲
まないで頑張っています。 
【藤原喜子君】本日は、谷村さんからホワイトデーお返し第 1
号頂戴いたしました！！1 週間早く意識しておらず、嬉しかった
です。皆様どうぞ、お気づかいなく      さて、先月のフードパントリ
ー時、お運びさんを何往復かしたところ、持ちこたえれず、一
旦、下に下ろしたものを重量挙げの様に、うんこらしょと持ち上
げた際ギックリ腰になり、先週(金)～昨日まで大事を取って、
本日復活致しました。今月のぬくまるは、14 時半からの前半で
頑張ります      
【藤田勝敏君】午前中、岩手銀行花巻西支店ＡＴＭに寄っ
たら、大変、混雑していました。店舗閉鎖の影響ですね。ちな
みに岩手銀行の店舗数は、花巻市 2 カ店、水沢氏 4 カ店、
北上市 4 カ店。花巻は少ないですね！ 
【三田望君】マルチプルフェローのバッチありがとうございます。私
のＲＣの原点はやはりＧＳＥにあります。自分のできる奉仕を
これからも微力ながら続けていければ、と思います。 
【高橋豊君】誕生祝いをありがとうございます。74 歳ですが、自
分でも信じられない気分です。気持ちだけは若く、少しでも長
生きしていきたいと思います。毎週のロータリーの例会が楽しみ
です。今後共、よろしくお願いします。 
【浅沼幸二君】妻の誕生祝い、ありがとうございます。健康で元
気に歳を重ねています。自分も！！ 
【佐々木史昭君】ロシアのプーチン大統領によるウクライナの侵
攻には、恐怖を覚えます。中国の習近平や北朝鮮のキムジョン
ウンなど、独裁者に歯止めをかけられない政治体制は、地球の
ガン以外何ものでもないですね。一般市民が戦禍に巻き込ま
れるのは耐えられないです。 
【鹿討康弘君】Birthday プレゼント、結婚記念のケーキをあり
がとうございました。29 日で 63 才、14 日で 36 年をむかえま
す。このケーキで昨夜から遮断されている LINE が復活してくれ
ること祈るばかりです。 
【市村律君】私と妻の誕生祝ありがとうございます。2 人合わせ
て 118 歳になります。来年の 120 歳を楽しく迎えられるように
仲良くしていきたいと思います。 
 

 

 

 
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  

【立花徳久君】娘の就職が決まりひと安心しましたが、こちら
に帰ってこない事が決まりチョット残念です。 
【阿部一郎君】誕生祝ありがとうございます。5 日で 62 才に
なります。今年も元気に楽しく飲食しながら過ごしたいと思い
ます。 
【藤村弘之君】月初めのボックスです。みな様もいつもありがと
うございます。 
【吉田和洋君】今月の「ロータリーの友」に載りましたが、今年
7 月より購読料が現在の税別 200 円から 250 円に値上と
なる様ですので、藤田エレクト様、予算編成の際はよろしくお
願いします。横組 42 ページです。 

 
 

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 

3 月『ぬくまるフードパントリー事業』のお知らせ 
開催日：2022 年 3 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 
 

理事会報告 
■4/19 観桜会について 
■4/15-17 地区大会について  

花巻 RC 活動展示 
■新年度会計管理について  

幹事/事務局対応 
■クラブパーカー発注について   
■平塚 RC65 周年式典(5/19)     【理事会の様子】 

対応について 
■旅するピアノ 今後について 西南道の駅様 
■ニコニコボックス経過(2/末)について・・76 万円 
■ぬくまる食堂 運営状況/再開方針/新年度予算 
■ROTEX 対応・第 2 分区 IM 代替・地区動向 

ロータリーの友購読料改訂のお知らせ 

1975 年創刊以来一冊 200 円(税抜)で発行を続けてき
ましたが、会員や広告収入の減少、昨今の原料高により、
残念ながら 2022 年 7 月より、250 円(税抜)に値上げと
させていただきます。ご理解ください。 ロータリーの友 3 月掲載 

ロータリーの友委員会委員長 

一般社団法人ロータリーの友事務所代表理事 鈴木 宏様 

mailto:hrc@hanamaki-cci.or.jp

