
 

■第 3299回例会 11月 15日 会長の時間  

皆様、こんにちは。本日は当社のガス原料仕入先の総会が 

13時 30分より志戸平温泉で開催されるため、会長の時間 

の後、早退させて頂きます。吉田エレクト、閉会点鐘を宜しく 

お願い致します。ご報告ですが、12月 20日のクリスマス家族会へ 

花巻北高校軽音楽部の皆様にゲストとして演奏をお願いしておりましたが、機材（アン

プ 4 台、ドラムセット）の準備依頼があり当クラブでの対応が難しい内容に付き、今回

はお断りすることにしました。本日は会長の時間の後、地区大会にご参加頂いた皆様

からの報告会といたします。そして、今後のプログラムはご案内のとおり、11/22 が鹿討

さんより「最近の市政報告」、11/29 が坊迫さんより「近況報告」を予定しております。

非常に楽しみにしております。宜しくお願い致します。さて、7 月から会長の時間で脱炭

素やエネルギー関連について、何度かお話をさせて頂きました。ここ 2 週間で少し動きが

ありましたので簡単にご報告させて頂きます。 

①政府の物価高対策として来年 1 月より電気代とともに都市ガスの支援が決定しまし

た。（1 立方ﾒｰﾄﾙ 30 円）一方、残念ながらＬＰガス利用者への支援は見送りとな

りました。 

②第 2回脱炭素選考地域の選考結果（選定 20件/応募 50件）が発表され、宮

古市と久慈市が選定されました。第 1 回目（選定 26 件/応募 79 件）は応募した

岩手県自治体の全てが採択されませんでした。今回は宮古市と久慈市が再挑戦で選

定されました。具体的な提案内容はお手元の資料のとおりです。交付率が事業費用の

2/3、上限で 50 億円まで交付金が支給されます。両市がどのように脱炭素化を進め

るか楽しみです。国は今回の地域脱炭素の取組みを通して地域が自身の魅力、資源

を理解、活用し、地方創生を目指す流れが活性化されることを期待しております。やは

り、県北、沿岸地域は少子高齢化、人口減少等の進捗が内陸部よりも進んでおり、

必死さが感じられます。一方、半導体、自動車等の産業集積が進み経済波及効果を

受けている我々（県南地域）は、つくづく恵まれていると感じております。 

皆様も目を通したかと思いますが、岩手日日新聞に 11月 10日から 3日連続、キ

オクシア岩手が着工している第 2 製造棟建設の波及効果と課題を特集した記事が掲

載されておりました。今後、北上駅東口をはじめ北上市内数カ所にホテル建設が計画

されているとのことです。先週、村崎野に設置されたキオクシア工事関係者入居用のコ

ンテナハウス約 30 世帯にガスボンベを設置してきました。これから半年間、この狭いスペ

ースで生活する工事関係者の方が忍びないなと思いつつ、近くのスーパーロッキーやセブ

ンイレブンの弁当売上に貢献するだろうなと複雑な心境でした。また、山の神に建設予

定の大型アパート 3 棟の地鎮祭にも出席してきました。しかし、問題点として人材の獲

得競争の激化により、他業種ではせっかく仕事があるのに需要にこたえられない状況や

交通渋滞の問題等が発生しております。ＴＤＫエレクトロニクスファクトリーズの新製造

棟建設も予定されております。この流れは数年間、継続するものと予想されますが、花

巻市にも多くの方が住居を構え定住してくれることを期待しております。 
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11月 22日 第 3300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.会員卓話  

-最近の市政報告（仮題）- 

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 
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月間テーマ：ロータリー財団月間 

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 

・メルボルン国際大会のご案内 

<天沼久純ｶﾞﾊﾞﾅｰとメルボルンへ行こう> 

〔国際ロータリー第 2520地区 ｶﾞﾊﾞﾅｰ天沼久純〕 

・ハイライトよねやま Vol.272 

〔公益財団法人ロータリー米山奨学会〕 

■出席報告 

32人中 1５名 

出席率 55.５％ 前回修正 59.2％ 

■メーキャップ 

11/11(金)花巻市内 3RC 親睦ゴルフ 

藤村弘之君・佐々木史昭君・上田直輝君 

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 

★★11/15のメニュー★★ 

中国料理 

ホタテのオイス
ターソース炒め 

しゅうまい 

■今後の予定 

11/29(火)ゲストスピーチ 坊迫舞香 様 

(仮題)近況報告 

12/6(火)会員卓話又はゲストスピーチ(未定) 

12/13(火)会員卓話又はゲストスピーチ(未定) 

12/20(火)クリスマス会家族会(夜例会) 

■その他 

11/24(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 

■第 3299回 ニコニコボックス 

【藤田勝敏君】本日は所用のため、早退となります。吉田さん、閉会点

鐘、よろしくお願い致します。 

【藤村弘之君】先週、3RC ゴルフコンペに参加してきました。もちろん断

トツのブービーメーカー。常にチームの足をひっぱっていますが、天気も良

く、気持ちいいゴルフでした。双葉町懇親会できなかったのは残念でし

た。妹夫婦と家飲みで酔っ払いになりました。 

【三田望君】早退いたします。地区大会の感動を今一度前向きに検討

しましょう。 

【佐々木史昭君】昨日、花巻市の東北大卒業者の会、花巻青葉会が

開催され、代表幹事を務めておられる佐藤良介さんの花巻市勢功労

賞、旭日双光章の受賞お祝をいたしました。15 名程度の参加でした

が、私も数年前までは若手のつもりでしたが、上から数えた方が早い年

齢になっていました。 

【橋川秀治君】昨日、韓国の取り引き先との交渉がまとまり、来期に向

けてほっとしています。週末に山で食べた料理にカメムシが混ざっていて

臭虫をかんだのが幸いしたのでしょうか？ 

【藤原喜子君】皆さんに、2 週間ぶりにお逢い出来て元気出まし

た！!😊 先週は藤村幹事と商工会議所さんのサービス事業部会、理

財福祉部会、合同研修旅行で青森・秋田に行って参りました。立ちね

ぶた、ねぶた果敢も素晴らしく、夜の津軽三味線に感動し、秋田舞子さ

んと芸者さんの唱と踊りで伝統を守る姿に感激して帰って参りました。地

区大会でのウクライナ民族楽器奏者のカテリーナさんの日本人より美し

いきれいな日本語と音色と歌声にも感動しまくった先々週から引き続き

で、心が洗われました！ 

 

■地区大会報告 

【藤原喜子君】先々週、地区大会で皆さんとご一緒出来 

て本当に楽しかったです。段々と一体感を覚えながら、皆さ 

んと一緒に花巻ロータリークラブとして参加できることに、すごく 

誇りと嬉しさを感じました。参加した際に一番印象に残ったの

が、ウクライナの民族楽器奏者のカテリーナさんだったんですけども、本当に

会場が一体感持って全員彼女に対して同じ気持ちで寄り添った瞬間を垣

間見まして、いつか花巻に彼女を呼べたらいいなって思いながら帰って参り

ました。 

【橋川秀治君】この秋田のチラシはですねお姉さんの方で、 

前回地区大会の方は妹さんだったんですけども、是非呼び 

たいということで、JC とか倫理だとかユネスコとかいろんなと 

ころで一緒に呼ぼうじゃないかと、花巻ロータリーがその発起 

人で呼びかけ役になることについて皆さんに話して欲しいと、そういう意図が

あるということでちょっと皆さんお知りおき頂ければと思います。多分皆さん賛

成して頂けると信じております。石鳥谷眼科の玉木先生が花巻医師会の

女性部会の方で、女性たちに必要な情報を必要なタイミングでつながる地

域を目指すためにプラットフォームを作ろうということで、11月 22日に話し

合いが行われます。こちらの方はまだ会場に余裕があるということですのでも

し行けるという方は私の方にご連絡頂ければ席を確保いたします。翌日の

23日の 10時から 12時に、こちらはなはんプラザの方でそこに前日集まっ

た先生方が、市民向けの講演会を開きます。どの先生も非常に有名な方

だそうです。こちらの方は、会場参加もできますし、Web でこちらは配信も

しますのでもしご興味あれば Web の方でも構いません。現地の方に行き

たいという方は私の方に言っていただければ席は確保いたしますので宜しく

お願い致します。 

 

【立花徳久君】バンデューラ奏者のカテリーナさんの声の張 

りが凄いなあと思って、ああいう声になんとなく似てるなぁと 

思ったのは琵琶をやる方の女性の声。昔からの楽器を奏 

でる方々ってやっぱり声も楽器の一つとして考えるのか分 

からないですけども、私としては久方ぶりに素晴らしい声を

聞いたなあと思います。確かにお姉さんのナターシャさんも美人で声もな

かなかいいんですけども、なんとなく生で聞いた私としては、やっぱりカテリ

ーナさんがいいのかなっていうふうに思っております。世界で二人しかい

ないバンデューラ奏者だそうなので、ほんとは姉妹揃って二人で演奏す

れば素晴らしいのかなと思いました。という事でこの間久方ぶりにそうい

うので感動してまいりました。 

【阿部一郎君】天沼ガバナーが非常にリラックスしていて 

やっぱり地元かなと思ってあの冗談を交えながらうまく進 

行していたと思っています。次が仙台の森川さんという 

方で、その次が水沢の佐藤剛さんですけど、剛さんの話が 

本当に上手くて英語ペラペラですし、ということは長期の委員を外れる

ことになりますから、国際関係は史昭君に回ってくるのかなあと、ザワッと

しているとこもありますけど、そこら辺どうなのかなあと思いながら聴いてい

ました。その剛さんは青年会議所時代から知っておりますが、非常に面

白くていい方で何でもできる方なので期待したいなと思っていました。後

は皆さんが言っているようにカテリーナさんはすごいなという形で聴いてい

ました。呼ぶとしたら 70 周年にかこつけて、後、青年会議所巻き込ん

で法人会巻き込めるかどうかわかりませんけど 2 年間あれば準備もでき

るのかな。その時藤村さんがトップになりますのでそのくらいの時に動くだ

ろうなと思っておりますのでよろしくお願いしたいと思います 

【稲田典之君】バンデューラの楽器初めて見ましたけど、 

本当に皆さんが仰るように透き通った声で良かったなと思

っています。実を言うと、豊さんは CD 買ったりしておりま

したが私はちょっと時間がなかったので家に帰ってから 

Amazon で CD を買いましたが、それよりもやっぱりあの会場で聞い

た生の声がとっても透き通って、歌は生で聞いた方が良いと思っておりま

す。そしてゴルフ大会親睦会で、過去 3回とも 2桁をたたくようになり

まして、もう終わったなあというような感じであります。そういうことでこれか

らは楽しいゴルフに専念したいなと思っております。 

【藤村弘之君】バンデューラが 60前後の弦でピアノの 

鍵盤と同じぐらいの数で抑えていたんですけど、あれ抑え 

ているんじゃなくて、密に弦が張ってあるので弦を弾くため 

に隣の弦を寄せてるっていうそういう動きがあるんだな、 

と思いながら、ピアノを抱えて演奏している感じの素晴らしい演奏だった

と思いました。地区大会三日間ということで、懇親会あり、ゴルフあり、

そして大会ということで、剛さんの喋り、昔聞いたことありましたけど、素

晴らしいお話ですのでさすが日大芸術学部。大懇親会少し気になった

ことがありましてすごい料理、余っていたんですよ。もったいないなーと思

いながら、今フードパントリーとかやっているんですけど、ロータリーのいろ

んな事業をしている割には気をつけなきゃならないところがあるんだろう

なっていう実感をいたしました。 

 

 

 


