
 

■第 3289 回例会 9 月 6 日 吉田エレクト会長代行の時間 要旨 

本日の例会は藤田会長が所用でお休みとなりましたので、 

会長代理を務めさせていただきます。会長エレクト兼副会長職は 

2 回目とはいえ緊張しますので、優しい対応をよろしくお願いいたします。 

先週に引き続き 高山 RC 下屋 勝比古（しもやかつひこ）くんが 

メーキャップです。今週末まで田瀬湖でボート合宿とのことです。 

花巻を是非楽しんでください。高山西 RC バナーと高山銘菓『しらさぎ』 

を頂戴しましたので、皆様でいただきたいと思います。下屋様、お気遣いありがとうござ

います。 

花巻では、今週からお祭りウィークです。コロナ禍でどこも規模を縮小しての開催です

が、感染対策をして楽しんでいただければと思います。 花巻神社例大祭・石鳥谷ま

つり・花巻まつり・土沢まつり・・・と続きます。例会に先立ちまして、９月の理事会を開

催しましたので、概略をご報告いたします。 

■旅するピアノ・・・9/1 イトーヨーカドー 移設しました。12 月末までの公開です。 

■新会員の承認について マーマフーズ(株) 専務取締役 藤岡秀雄様 ご入会と

なります。 

■ 9/15 グリーンサイドミーティング・ファイヤーサイドミーティング 開催 

ついに花巻ロータリークラブ単独でのゴルフ親睦会 グリーンサイドミーティングが開催さ

れます。現在参加は 8 名。夜の部では、ファイヤーサイドミーティングも行い、会員や新

会員の方と一日中親睦ができます。昼のみ、夜のみでも構いませんので会員のみなさ

まのご参加をよろしくお願いいたします。 

■10/23 第二分区ガバナー補佐主催 10＄募金＆チャリティーゴルフ大会が実

施されます。(案内書)『10/24 日は世界ポリオデー』 ポリオ撲滅からポリオ根絶へ

10 月 23 日には、世界ポリオデー としてチャリティーゴルフ大会、夜はコンペ表彰式・

世界ポリオデー式典・懇親会を開催します。式典からでも、皆様のご参加をよろしくお

願いいたします。夜は風の季です。 

■ぬくまる食堂運営状況・・・ぬくまるフードパントリー開催日： 9 月 22 日（木） 

何かと皆様 行事が多くなってきておりますが、運営協力をお願い致します。 

■ニコニコボックス報告・・・8 月 55,000 円 / 累計 184.340 円です。 

■地域支援活動の紹介・・・橋川秀治君より 来週の例会で概要を紹介いただきま

す(メッセービデオ) 

■11/4〜6 日 2022-23 年度第 2520 地区地区大会関連行事が盛岡で開催

されます。 

9 月 基本的教育と識字率向上月間であり、最終週例会で谷村委員長よりクラ

ブフォーラムスピーチをいただきます。先日の例会会員増強月間クラブフォーラムでもお

話させていただきましたが、クラブの活性化にあたり、クラブ活動計画書へ毎年度掲載

しておりますが、職業未重点分野にご注目をいただき、勧誘拡大をお願いいたします。

では、遠藤敦君 卓話よろしくお願いいたします。 
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9月 13日 第 3290回例会 

■本日のプログラム        例会進行：会場監督 

1.開会点鐘 

2.ロータリーソング 

3.四つのテスト 

4.本日のプログラム/メニュー 

5.食事 

6.会長の時間 

7.ゲストスピーチ 

慶祝者スピーチ  

8.委員会報告等 

9.幹事報告 

10.出席報告 

11.ニコニコボックス 

12.連絡事項 

13.閉会点鐘 

会長 

 

 

親睦委員会 

 

会長 

原 万琳様 

 

委員会 

幹事 

出席委員会 
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会長  
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月間テーマ：基本的教育と識字率向上月間 

四つのテスト 
言行はこれに照らしてから 

 
１、真実かどうか 

２、みんなに公平か 
３、好意と友情を深めるか 

４、みんなの為になるかどうか 

 

■幹事報告 

世界ポリオデー2022 ポリオ根絶啓蒙動画 

素材ご提供のお願い 

〔国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2750 地区 ｶﾞﾊﾞﾅｰ富澤為一〕 

青森県大雨被害による災害義援金のお願い 

〔国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2520 地区 ｶﾞﾊﾞﾅｰ天沼久純〕 

令和 4 年度岩手県暴力団追放県民体育大会・ 

暴力団追放盛岡市民総決起大会の開催について 

〔花巻市防犯協会 会長 花巻市長 上田東一〕 

■出席報告 
31 人中 18 名 (規定免除者 7 名) 

出席率 66.6% 前回修正 74.0% 

■メーキャップ 
9/2(金)10$募金チャリティーゴルフ大会委員会 

藤村弘之君・吉田和洋君 

9/4(日)クラブ会長フォーラム 

藤田勝敏君 

 

 

2022-23 年度     

会長：藤田勝敏 

幹事：藤村弘之 

会場監督：阿部一郎 

会長ｴﾚｸﾄ：吉田和洋 

副幹事 ： 市村 律 

★★9/6 のメニュー★★ 

ビーフシチュー 

■今後の予定 
―9/20(火) クラブフォーラム 基本的教育と識字 

率向上月間 谷村 繁 君 

―9/27(火) 地域支援活動の紹介について 

         橋川秀治君 

―10/4(火) 理事会、慶祝  

■その他 
―9/15(木)親睦ゴルフ(盛岡南ゴルフ倶楽部&ファ

イヤーサイドミーティング) 

―9/22(木)ぬくまる食堂フードパントリー 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

TEL/FAX 0198-41-1133 
e-mail:hrc@hanamaki-cci.or.jp 

URL:http//www.hanamaki-rc.com 

■3288 回ニコニコボックス 

【高橋豊君】高山西 RC 下屋様、2 週連続のメイクアップありがとう

ございます。旅するピアノがイトーヨーカドーで立派に存在感を示して

おりました。店長さんに会いましたが、好評とのことです。嬉しい限り

です。 

【吉田和洋君】会長代理の時間キンチョーしました。9 月第 3 週の

例会は、長女の一年越の結婚式で東京のため欠席となります。何

とかここまでたどりつきました。幸せになってほしいものです。遠藤くん、

今日はスピーチありがとうございました。 

【稲田典之様】鹿討君の花巻市議会議員一般質問デビューを祝

して！下屋様、高山の銘菓ありがとうございます。 

【上田穣君】9 月 4 日をもって 69 才となりました。69 才！！です

よ！！したがって、来年は 70 才となるわけです。最後の 60 代を充

分に楽しみたいと思っております。 

【立花徳久君】誕生祝いありがとうございます。いよいよ年金受給者

になる予定です。初回の支給は 12 月になるそうです。 

【佐々木史昭君】今年の青少年交換プログラム事業への花巻から

の応募状況ですが、花巻北高からは問い合わせこそありましたが、

短期の参加費用 40 万円が高額のため見送りの方向のようです。

また、花巻南高校国際科から 1 名が応募見込とのことで、花巻北

RC にスポンサークラブを引き受けてもらいたいと考えており、これから

調整させていただく予定です。 

【橋川秀治君】来週は卓話を担当しますが、会議が入ったので録画

ビデオで卓話とします。 

【阿部一郎君】遠藤君、会員卓話御苦労様でした。これからは、仕

事の都合が付く時は、例会に顔を出してください。活躍を期待してい

ます。 

 

 

■会員卓話 新入会員：遠藤敦士君 要旨 

(有)エンドウ生花店の遠藤敦士と申します。7 月より花巻ロータリーさんの方にお世話になっております。 

改めてですけど、簡単に私の自己紹介と弊社に関してお話をさせていただきたいと思います。まずは生まれは昭和 54 年 

7 月生まれで今年で 43 歳になりました。ロータリーの中だと晴山正基君とかと同級生になっております。そして、家族は 

3 人兄弟で私が末っ子で上に姉が二人おります。今は実家の方で、女 5 人に囲まれている中で一人寂しく生きております。 

仕事に関しましては、材木町の方に本店がありまして、また花巻東高校の近くの生協あうる店の方に支店を 1 店舗構えさせて頂いて、冠婚葬祭を

中心に生花の小売販売をしております。最近はコロナの影響もあり、お祝い事というよりは、ここ 2、3 年は葬儀の仕事だったりをメインでつないで来

ておりましたけども、今年に入ってからやっと結婚式だったり、お祝いのパーティーだったりが少しずつ開催されるようになってきて、このまま順調にお祝い

事が増えて行けばいいなと今は思っております。そして、主となる仕事は、ホテルさんだったり、葬儀だったりになるんですけど、小売りの方では、最近プ

リザーブフラワーやソープフラワーといった、ちょっと加工してる商品の需要がちょっとずつ上がってきています。やっぱり長持ちして形に残るものは良いって

いうお客さんが増えてきているので、そちらの需要もちょっとずつ高まってきています。また、ここ 2、3 年はふるさと納税の方の返礼品の方にも力を入れ

ており、最初は月に 1 件とか 2 件だったものが、ちょっとずつ認知されて今は月 40 件くらいまで発送できるようになってきました。地元のお客様ももち

ろんなんですけど、このような形で全国各地のお客さんとも繋がりができてきてるので、ちっちゃく地元だけには収まらず、様々な人と繋がれる商売をも

うちょっとやっていきたいなと最近は考えております 。花屋に関しては、2017 年に代表に就任して私で 4 代目になります。本当にお客様のおかげで

なんとかここまできました。5 代目いるかどうかまだ分からないんですけど、細々と頑張っていきたいな思っております。 

 仕事に関しては、だいたいこれくらいのことをやっているんですけど、2008 年から青年会議所の方にお世話になっていて、JC で知り合った人たちと

お酒を飲んだりどこか行った時に美味しいもの食べたり、というのが趣味のような形で楽しんでたんですけど、その中で JC で知り合った仲間 7 人と 7

年前くらいになりますかね、会社を一つ立ち上げて、ヨーカードーさんのご協力をいただいたりして、野外プールイベント「じゃぶりバル」というものを開催

して、夏休みの期間に 1 日 150 人から 200 人くらいの来場者があり、コロナになるまでは夏の風物詩になれるかなっていうところまで来てたんですけ

ど、ここ 2,3 年は密になってしまうということで控えてきてました。でも、そろそろまた許可が下りれば、来年の夏くらいにちょっとでも地元の人達が楽しめ

る場所を提供していきたいなと考えております。後、ここ最近本当に 2 ヶ月ほど前からなんですけど、そのじゃぶりバルのメンバーとはまた別の 6 人で、

花城町にありました食彩館、川村鮮魚さんっていう産直があったんですけど、そこの川村鮮魚さんが撤退するというお話を受けまして、また違うメンバ

ー6 人くらいを集めて、共同出資という形で 7 月から産直の方を「花巻産直ねまる市場」と名前を変更して営業を再開させて頂いております。あの

辺の地域によっては車がない、とかどこに行くにも買い物の場所がない、というお客様が多く、お年寄りも結構いらっしゃるので、その方達は変わらず今

も来て頂いて感謝もしていただいてるんですけど、やっぱりが需要がそこだけだとどうしても偏りが出てしまうので昨日からですね、今までは 9 時半から

17 時まで産直営業のみだったのですが、昨日から 20 時まで営業時間を延ばして、店内で飲食スペースを作り、産直の中にある物をおつまみにちょ

っと帰りの一杯を飲めるような場所を昨日から始めましたので、皆さんお忙しい時間だと思うんですけど、機会がありましたら立ち寄っていただいてご利

用いただければなと思っております。   

 ちょっと仕事っぽい話しばかり続いて恐縮なんですけど、本当に趣味っていうものがあまりなくて、唯一ずっと続けてるのが、ゴルフくらいかなというところ

です。ゴルフをやっていると、その日初めて会った先輩だったりとかとも 1 日ゴルフをするだけで、コミュニケーションをとる時間がどうしても長くなるので、自

然と何回も飲み会で会ってるよりも 1 日一緒にいただけで覚えていただいたりとかってきっかけを昔から頂いてるので、ゴルフに関してはこれからも細々 

若干普通の遊びよりもお金はかかってるのかなと思いますけど、大人のちょ 

っとした贅沢としてやっていきたいなと思っております。大体私の話ってのこ 

れぐらいで、このロータリーさんにお世話になってからもまた JC の時とは違う 

人達とたくさん知り合えるがきっかけがあるなぁと思って、それを楽しみに入っ 

たのが一番の入会のきっかけでもあったので、まだまだ参加率が上がってな 

い中であれですけど、少しずつ参加して皆様に覚えていっていただきたいな 

と思います。本日はありがとうございました。 

 

【高山西 R.C. 下屋勝比古様】先週に続いて、お邪魔しました。前回

いろいろ勉強させて頂きました。またいつかこちらへ来たいと思います。あり

がとうございました。会長エレクトしっかり準備します。 

 

 

 

 

下屋様、ありがとうございました。また

のお越しを楽しみにしております！ 


