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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 月間テーマ 

 【水と衛生】にちなんで 

吉田和洋君 

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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3月 15日 第 3267回例会  

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 3266 回 3 月 8 日  会長の時間                       橋川会長 
先程、市村親睦委員長からメジャーのルール改正が大谷選手に有利 

に働くとの貴重な情報がありましたので、私もサッカーの話題から(笑)。 
グルージャは J2 の南北対決 FC 琉球戦を後半 86 分、新加入日体大 
の深川大輔が逆転ゴール 2 勝 1 敗の 4 位で東北に帰ってきます。 
今週末 12 日は、仙台でベガルタとそして 20 日と 26 日ホームでの開幕 
となる栃木 SC、レノファ山口と戦います。 

秋田監督は若手を積極的に起用してチーム内で競い合い調子のいい 
選手を使うスタイルでチームを進化させています。我らが牟田主将も元

気に頑張っており、是非このまま J2 上位をキープして欲しいものです。 
さて、今週の金曜日は３･11 です。11 年、もうずいぶん前のように感じますが、未だに 3 万 8 千人

の方が避難生活をされており、陸前高田では高台移転が進み、せっかくかさ上げした旧市街に移転する
人が少ないことが問題になっています。 

解決のヒントとなりそうだと感じた NHK BS の「チャリダー」という番組を紹介します。大船渡の越喜来
に国際自転車競技会（UCI）基準を満たすバイシクルモトクロスレーシングの屋外コースが 2020 年に
出来、賑わっている様子が紹介されていました。その立役者は青森県出身の福山宏さん。NTT PC コミ
ュニケーションで IT 系サービスの企画や商品開発を担当されていましたが、大震災の時に復興に役立ち
たいと長期出張扱いで大船渡に移住し、岩手・宮城・福島の犠牲者の身元確認システムを作られたそ
うです。「被災地を震災前よりも良くする」との信念で様々なことに全力投球する中で地区の自治会から
廃校となった小学校の活用策を依頼され、BMX コース建設に至ったそうです。 

番組では５才の男の子が初めてのレースに挑戦し、最初の山を越えるところでバランスを崩して転んで
リタイヤしても次のレースに志願して、同じように転ぶのですが、立ち上がって最後までコースを漕ぎ終える
姿を仲間も大人も称賛し、本人も「楽しい」と微笑むシーンがありました。また、送り迎えしていたお父さん
たちがハマって、レースで競って心底楽しそうにしていました。五輪のスケボーもスノボーでも、挑戦を称え
るような姿が称賛されるスタイルが感動を呼んでいますが、このような雰囲気と三陸 IC から７分、仙台
や内陸からも２時間ほどという立地の良さが集客力となっているようです。人が減って使われなくなった土
地やインフラ活用のすがすがしい一例として素敵だと感じました。 

先週の理事会で 4 月 19 日の観桜会は風の季で 18 時からと決まりました。地区大会の参加は 10
名、G 特別賞に「旅するピアノ」を申請し、この 1 年の活動を友愛の広場で展示の方向です。クラブパー
カーは 3 月 19 日に納品。旅するピアノはヨーカドーから 4 月に道の駅西南、6 月から花巻空港を予
定、ぬくまる食堂は長期休暇のアカデミーで料理教室を考えます。そして鹿討さんが FB でフードパントリ
ーや旅するピアノを紹介されています。是非友達リクエストをお願いします。本日もよろしくお願いします。 
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■出席報告 会 員   33 名 出席者数 17 名 出席規定免除者 7 名 

  第 3266 回例会 出席率  62.9％ 前回修正 66.6％  

※メーキャップ： 

3/5(土)RLI 研修パートⅢ(Web) 佐々木史昭君・藤原喜子君 

■本日のゲスト  なし 

 

■幹事報告  
■5/14(土)創立 60 周年記念式典・祝賀会のご案内 

〔陸前高田 RC 会長 中野貴徳様〕 
■5/28(土) 創立 50 周年記念式典・祝賀会のご案内 

〔花巻北 RC 会長 谷地玄光様〕 
■第 4 回 RLI 日本支部研修会のご案内 

〔RLI 日本支部ファシリテーター委員長 中村靖治様〕 
■学友会からの近況連絡〔(公財)R 米山記念奨学会様〕 
■2021-22 年度 R 財団年次基金・ポリオ基金のお願い 

〔RI 第 2520 地区 2021-22 年度ガバナー鈴木俊一様〕 
■ウクライナへの緊急支援について〔ガバナー事務所様〕 
■RI 日本事務局財団室 NEWS〔RI 日本事務局財団室様〕 

 

■本日のプログラム      例会進行：会場監督 

会長 

 

会場監督 
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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 

台湾の桜 

■今後の予定  例会場：ホテルグランシェール花巻 

3 月 22 日 3268 回 花巻 RC 奨学生卒業報告 
3 月 29 日 3269 回 ゲストスピーチ 【準備中】 
4 月  5 日 3270 回 慶祝者スピーチ 
4 月 12 日 3271 回会員卓話・ゲストスピーチ【準備中】 
4 月 15 日〜17 日 地区大会 仙台 
4 月 19 日 3272 回 観桜会(歳祝)菊の会合同 

夜例会  会場：風の季 

ｺｳ・ｼﾍｲさんより 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3266 回 例会概要    『次年度委員選出』 
会長エレクト 藤田勝敏君 

皆様よろしくお願いいたします。 
花巻 RC 戦略委員会を直前会長の 
もと、同時進行していきます。 
何卒ロータリーの友情に免じ、寛容の 
精神でご協力をお願いいたします。 

2022-23 年度 花巻ロータリークラブ各委員会 敬称略 
■クラブ奉仕大委員会  大委員長：藤原喜子 

・出席委員会 委員長:松田健・副委員長:地蔵堂友信 

・親睦委員会 委員長:地蔵堂友信・副委員長:松田健 

         委員：菊池倫実・高橋利美・晴山正基・立花徳久 

           他新年度入会会員 2 名程度 

・ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ委員会 委員長:市村律・副委員長 藤村弘之 

・プログラム委員会 委員長:阿部一郎・副委員長:橋川秀治 

・会場監督委員会 委員長:阿部一郎・副委員長:吉田和洋 

・雑誌広報委員会 委員長:谷村繁・副委員長:小原紀彰 

・ｸﾗﾌﾞ会報委員会 委員長:藤田直之・副委員長:藤原喜子 

 A:鹿討康弘・新年度入会会員 2 名程度 

・友好クラブ委員会 委員長:三田望・副委員長:市村律 

〇会長エレクト (兼任)藤原喜子 

・会員増強委員会 委員長:藤原喜子・副委員長:橋川秀治 

・会員選考委員会 委員長:高橋豊・副委員長:高橋健 

・ﾛ-ﾀﾘｰ情報委員会 委員長:橋川秀治・副委員長:菊池倫実 

■職業奉仕大委員会  大委員長：三田 望 
・職業奉仕委員会 委員長:伊藤誠一郎・副委員長:晴山正基 

■社会奉仕大委員会  大委員長：吉田和洋君 
・社会奉仕委員会 委員長:吉田和洋・副委員長:笹木賢治 

・人間尊重委員会 委員長:浅沼幸二・副委員長:小山田泰彦 

■国際奉仕大委員会 大委員長：立花徳久君 
・国際奉仕委員会 委員長:佐々木史昭・副委員長:谷村繁 

・国際青少年計画委員会 委員長:上田穣・副委員長:前田毅 

・ロータリー財団委員会 委員長:佐藤良介・副委員長:高橋典克 

・米山奨学会委員会 委員長:稲田典之・副委員長:下坂和臣 

■青少年奉仕大委員会 大委員会：鹿討康弘 
・青少年奉仕委員会 委員長:鹿討康弘・副委員長:佐藤誠吾 

・花巻 RC 奨学会 委員長:阿部一郎・副委員長:藤田直之 

■戦略会議委員長：橋川秀治君 

★3/8 の Menu★ 
ホテルグランシェール花巻 

中国料理 

■3266 回ニコニコボックス    ニコニコボックス委員会                                   
【下坂和臣君】会員誕生祝・夫人誕生祝・結婚記念祝、 
ありがとうございます。 
【橋川秀治君】藤田エレクトの新体制が発表され、いよいよ
残すところ４ヶ月とカウントダウンに入りました。地区大会・周
年行事等々しっかり行って藤田丸につなげたいと思います。 
【藤田勝敏君】最近は夜、飲食店へ足を運ぶこともなくなり、
バレンタインのお返しが一挙にへりました。仕方がないですね。 
【藤原喜子君】皆様、本日は数々の貢物を献上下さりまして
誠に有難うございます      駐車場まで、こんなに沢山無事、
持っていけるかちょっと心配です     先週の土曜日、一日がか
りでＲＬＩ（ロータリー、リーダーシップ研修）PartⅢがオン
ラインで開催され参加いたしました。前回同様 6 時限中 3
時限一緒のグループで助けていただきました！とても有意義
で勉強になりました。次年度は、Ⅰ・Ⅱ・Ⅲと通しで参加し
て、理解を深めたいと思います m(_ _)m 地区ガバナーが何
故か 1 時限～6 時限までご一緒で緊張しました      
【佐々木史昭君】先週土曜日、地区のＲＬＩ研修のパート
Ⅲを受講して、3 回分無事修了しました。すべてオンラインの
研修でしたが、予想以上にためになりました。まだ受講されて
いない方は、是非受けられることをお奨めいたします。 
【阿部一郎君】藤田エレクト次年度委員選出御苦労様でし
た。次年度に向け、更なる活躍を祈念します。 

 

 

 
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 

 

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 

『フードパントリー事業』実施のお知らせ 
開催日：2022 年 3 月 23 日(水) 
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 
 

委員会報告 
地区青少年交換 (短期)委員長 

  佐々木史昭君 

青少年交換事業について 
・松良 PG より ROTEX
同窓生によるローターア
クトが設立できないもの
か提案がありました。 
・地区ﾁｰﾑｾﾐﾅｰ 
において、 
次年度青少年 
交換について 
実施の見通しが 
出されました。 

トンガ沖噴火災害募金 
お礼状 RID9920 

 

イトーヨーカ堂へ 
旅してます 3 月まで 

岩手県立花巻北高等学校 

卒業式 3 月 18 日(金) 

おめでとうございます 

ご活躍を御祈念致します。 

 

mailto:hrc@hanamaki-cci.or.jp

