
 

■第 3293 回例会 10 月 4 日 会長の時間 要旨 

皆様、こんにちは。先ずは 9/29 花巻市商工会議所主催の 

第 25 回懇親ゴルフ大会が開催されまして、当クラブからは高橋 

会頭、佐々木副会頭、吉田エレクト、私の 4 名が参加しました。 

結果は佐々木副会頭が優勝、吉田エレクトも高スコアーで上位入賞、高橋会頭は

今年 2 回目のラウンドにもかかわらず 100 切り、私のみ散々たる結果となりました。言

い訳になりますが、コロナ感染により体力の落込み、汗のかきかたが異常で保険給付

金を頂けることになりましたが、結論はやはりコロナには感染しないほうが良いということ

です。（後遺症として咳が続いております） 

次に「ぬくまるフードパントリー」と「旅するピアノ」の今後の対応についてです。既に

2022-23 年度活動計画において皆様からご承認頂いているとおり、今年度末

(2023 年 6 月末)までは予定どおり実施出来ればと考えております。先週の例会で橋

川さんから名古屋名東ＲＣの子供食堂について紹介がありましたが、12 月まで皆様

から忌憚のない意見を頂戴し、年明けの 1 月あたりからその意見をベースに来年度の

方向性について協議をスタートさせ 3 月末までに結論を出せればと考えております。つ

きましては、事務局もしくは私にメール、ライン、口頭、何でも OK ですので連絡頂けれ

ば幸いです。あくまでも、来年度の活動計画の決定は吉田エレクトにありますので、皆

様の意見を取り纏め形として引継げればと思います。 

先週の出来事で目についた内容を 2 点お話させて頂きます。 

➀ロシアから欧州にガスを送るパイプライン「ノルドストリームⅠ・Ⅱ」の損傷によるガス漏

れが発見されました。各国とも意図的な破壊工作と断言しておりますが、現時点で首

謀者は確定されておりません。ロシア？米国？ＥＵ？ウクライナ？はたして破壊工作

で得するのはだれか？ 

②岸田首相が 10 月にまとめる経済対策の柱として電気代高騰への激変緩和を目

的とする新たな制度創設について表明しました。値上がり分の 20％を補填するスキー

ムのようですが？10 月中に纏められる政府の総合経済対策に期待するところでありま

す。岸田首相の 4 本柱…①物価高騰への対応・賃上げ②円安を活かした地域経済

の回復・強化③「新しい資本主義」の加速④国民の安全・安心の確保 

最後に 10 月、11 月はロータリー関連の行事が多く予定されております。10 月 20

日、ぬくまるフードパントリー、10 月 23 日、POLIO 根絶チャリティーゴルフ大会、式

典、懇親会、11 月 4～6 日、地区大会、11 月 11 日、市内 3RC 懇親ゴルフ大

会、ご参加の皆様、ご協力をお願い致します。以上をもちまして、会長の時間を終わり

ます。 
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10月 11日 第 3294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.クラブフォーラム 

経済と地域社会の発展月間 

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 

 

藤原 喜子 

 

幹事 

出席委員会 

ボックス委員会 

 

会長  
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月間テーマ：経済と地域社会の発展月間 

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 

・10 月ﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ 1 ドル＝145 円 〔ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所〕 
・2022-23 年度 END PORIO NOW T ｼｬﾂ購入の御案内 
〔ポリオプラス委員会 委員長 菊池 茂樹〕 
・地域社会の経済発展月間リソースのご案内 
〔国際ロータリー日本事務局 業務推進・ＩＴ室〕 
・仙台泉ロータリークラブ 50 周年記念誌 
〔仙台泉 RC2021-22 年度 会長 三浦一〕 
・国際ロータリー第 2520 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ事務所開設のご案内 
・次年度クラブ情報登録のお願い 
〔国際ロータリー第 2520 地区ガバナーエレクト森川昭正〕 

■出席報告 
32 人中 17 名 (規定免除者 7 名) 

出席率 60.7% 前回修正 64.2% 

■メーキャップ 
10/3(月)ﾎﾟﾘｵ根絶ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾞﾙﾌ委員会 

吉田和洋君 

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 

★★10/4 のメニュー★★ 

和食 

天ぷら 

■今後の予定 
10/18(火) 

米山奨学会について 担当 稲田 典之君 

10/25(火)ゲストスピーチ 担当 三田 望君 

㈱桜 代表取締役 復元納棺師・おもかげ復元師 

笹原留似子様 

11/1(火)慶祝者スピーチ 

■その他 
10/20(木) ぬくまる食堂フードパントリー 

10/23(日) POLIO根絶チャリティーゴルフ大会・チ

ャリティー式典・懇親会 

11/4(金) 地区大会記念ゴルフ大会(ﾒｲﾌﾟﾙｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ) 

11/5(土) 地区大会記念役員懇談会(盛岡ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ) 

11/6(日) 本会議/懇親会(盛岡ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ) 
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■3292 回ニコニコボックス 

【藤田勝敏君】妻の誕生日プレゼントありがとうございました。今日は、北

朝鮮の刈上げ君がミサイルを発射し驚きました。東北上空を通過したよう

ですが、改めて日本はリスクに囲まれた国であることを実感しました。 

【藤村弘之君】10 月の RC 活動スタート。みなさん、よろしくお願いいたし

ます。 

【髙橋豊君】9 月 29 日、花巻商工会議所主催のゴルフコンペが好天に

恵まれ、盛大に開催されました。私も 2 回目ですが楽しませて頂きまし

た。10 月 2 日は、一日市商店街の朝市、上町のどてびっくり市が大勢

の人出でにぎわいました。笑顔開運 

【上田穣君】本日 10 月 4 日は 45 年目の結婚記念日です。2 人でス

タートをし、男の子 3 人に素敵な嫁さんを迎え、孫が 7 人。全員揃うと

15 人になります。15 人全員の血液型がＯ型というのもすごいでしょ！ 

【谷村繁君】誕生日祝いありがとうございます。これからも旅、蒐集奉仕で

す。 

【稲田典之君】妻の誕生祝いありがとうございます。因みに本日 4 日は、

孫の結菜(ゆいな)の 4 歳の誕生日です。 

【佐々木史昭君】本日 10 月 4 日は、弊社中央コーポレーションの 57

回目の創立記念日で、恒例の橋梁清掃ボランティアを会社休日にもか

かわらず、80 名の参加を頂いて 7～8 名ずつ 11 班に分かれて行いまし

た。今年で 23 回目の活動になります。若い社員も増えて、にぎやかに楽

しむイベントになって来ており、うれしく思いました。 

【立花徳久君】日曜日に仙台で薬師丸ひろ子のコンサートを観てきまし

た。声も昔のままか、昔より上手になっており感動しましたが、やっぱり薬

師丸ひろ子は天然です。 

【吉田和洋君】在籍年バッジありがとうございます。15 年もたちました。忘

れてました。今後共よろしくお願い致します。 

【橋川秀治君】先週末は青森のきのこ会でマツタケ採りでしたが、8 人で

行って 1 本しかとれず大汗をかくだけで終わりました。汗をかいた後のおに

ぎりは格別でした。 

【市村律君】結婚記念のお祝いありがとうございます。わがままな趣味にい

つも付き合ってくれる妻への恩返し企画として、3 日間乗り放題の鉄道開

業 150 年記念 JR 東日本パスを利用し、10 月 22 日から 10 月 24

日まで秋葉原にある阪急阪神グループのホテルを拠点に、結婚記念の

旅に行ってまいります。 

■委員会報告 実行委員会副委員長 吉田和洋君・藤村弘之君 

10/23(日)開催 第 2 分区ポリオ根絶チャリティイベント実行委員会で

す。ゴルフコンペはおかげさまで 10 組(当クラブは 4 名)で開催できそうで

す。17 時からの第 2 分区ポリオ根絶チャリティ『世界ポリオデー』に因んだ

式典・懇親会・チャリティーコンペ表彰式『風の季』も開催されます。式典

において、第 2 分区の募金を小野寺第 2520 地区財団委員長への贈

呈と伊藤パストガバナーの講和を予定しております。送迎バスもご用意し

ておりますので、会員の皆様のご参加を改めて 

ご案内申し上げます。現在 30 名程度(現在当クラブ 4 名)です。詳しく

は事務局までお願いします。 

■慶祝スピーチ 要旨 

             ★会員誕生日 谷村 繁君★ 

今から 20 年以上前、ロータリーに入会まもな 

くのこと、車で陸奥湾沿いの町々を通ったと

きに、「アワビとる者まちの恥○○町」という

木柱が目にとまりました。それは 3 メートルほ 

どの高さで、墨文字で書かれていました。正直な町だ。アワビを養殖

している。アワビをとる者がいる。町には被害者がいる。今では 20 年

前と違って、湾沿いの町々にも観光客がけっこう立ち寄るようになって

います。四つのテストを思い出してみました。1、真実かどうか 真実で

しょう。2、みんなに公平か 公平でしょう。3、好意と友情を深めるか 

まあ深めるでしょう。4、みんなのためになるかどうか どうでしょうか。先

週、その町にいくと、この木柱はなくなり、代わりに立派な公衆トイレに

置き換わっていました。四つのテストは機能します。言行はこれに照ら

してから。 

★結婚記念日 上田穣君★ 

結婚記念日、今日なんです実はね。45 年に 

なるんですけれども。女房を知ったのは、実は 

高校入試の時で、その時、私の前の席だった 

んですね。そして、今孫がですねちょうど今年高校入試で我が女房と

一緒の母校に入ったんです。あの孫と同じ頃に、私がときめいたのかと

思うとなんか不思議な感じがしましたね。孫は女の子なんですけれど

も、素敵な男の子に出会えればいいなぁと考えている次第でありま

す。以上！ 

★結婚記念日 市村律君★ 

結婚記念日ということで、23 日が届け 

を出した日で、披露宴は 22 日だったん 

ですが、私は役所勤めだったもんで届け 

を出した日かなと思ったら、家内の方が 

披露宴の日じゃない、みたいなイメージ 

あるようです。で、タイガースですけれど

も、7 月 31 日の時点で村上選手にボコスカ打たれた時点でもう終

わったなぁと思ってたんですけど、息子は純真にタイガースをやっぱり応

援し続けていて、家内からも「純真さって大事じゃないの」っていうこと

で、心を入れ替えて、3 つも負け越してますけれども今度の土曜日か

ら横浜スタジアムでベイスターズとファーストステージやりますが、たぶん

今永君と濱口君、左ピッチャーで出てくるとそれで終了かと思います。

からっきし左ピッチャー打てないんで、厳しいとは思いますけれども精一

杯応援したいと思います。どうもありがとうございました。 

★夫人誕生日 稲田典之君★ 

何も言付かっておりませんので、何を申して 

いいかわかりませんけれども、ありがとうござい 

ます。なんか毎朝 4 時頃起きて、もう 1 年 

くらい経つのかな、妻が朝のウォーキングをしてます。 

暗い日は懐中電灯を持って、雨の日も歩いてますし、すごいなぁと、

そのころ私は寝てますけれども。本当に健康が大切だなぁと、私なん

かつくづく思ってます。ということで、皆さんも健康管理に十分注意い

たしまして楽しい人生を送りましょう。以上です。ありがとうございます。 

★夫人誕生日 藤田勝敏君★ 

             誕生日プレゼントありがとうございました。3 

歳違うので 58 歳になります。話は変わりまし 

て、皆さんも感じていると思いますが、最近急 

に世の中が動き出し行事が入ってきました。 

私は今の状況でもﾛｰﾀﾘｰ会長職をこなすことで精一杯です。今後、

RC と会社の両立で忙しくなることが予想され、至らぬところ多々ある

かと思いますが、皆様の御協力で乗り切って参りたいと思っていますの

で、是非よろしくお願い致します。ちなみに、今週は日曜日に 

 

 

花巻温泉の例大祭、月曜日は上田さんが代表を務める若葉町振興

会の記念式典に出席予定です。 

 


