
 

■第 3306回例会 1月 17日 会長の時間   

皆様、こんにちは。本日はゲストとして湯口中学校野球部 

父母会事務局の高橋悠人様と花巻農業協同組合高橋利光 

代表理事専務様にお越しいただいております。 

先ずは、湯口中学校野球部様の第 14回全日本春季軟式 

野球大会岩手県予選優勝、誠におめでとうございます。部員数 

は僅か 11 名とのことですが、3 月に静岡で行われる全国大会にて日頃の練習成果を

思う存分発揮し悔いなくプレー出来ることを期待しております。私の会長の時間の後、

花巻 RC の会員の皆様からご協力頂いた寄付金の贈呈を行いますので、高橋様、どう

ぞ、宜しくお願い致します。 

さて、私は花巻中学校出身ですが、当時一学年 9 クラスのマンモス校でありました。

花巻地区の中総体では殆どの競技で花巻中学校が優勝しておりましたが、なぜかし

ら、卓球は東和中学校、野球は湯口中学校と花巻中学校が勝ったり負けたりしていた

記憶がございます。湯口中学校は生徒数が少ないのに、なぜ野球部が強豪なのか不

思議に思っておりました。ちなみに、私は卓球部所属でしたが、私の在学中に東和中か

ら有名な指導者(先生)が赴任してきて、それ以降は花巻中が県内で度々優勝するよ

うになりました。湯口地区はバトミントンも県内トップクラスとお聞きしております。そして、

引退はしましたがＮＰＢ（日本プロ野球）で打点王を獲得したヤクルトの畠山選手

も湯口中学校出身です。最近、岩手県からは日本を代表するスポーツ選手が多数誕

生しておりますが、今回、全国大会に出場する生徒さん方からも全国を賑わす選手の

誕生を楽しみに期待しております。 

話題は変わりまして、お手元の資料は昨年の 12 月 20 日に開催されましたクリスマ

ス夜例会の収支の概要です。今年度予算では一般会計のクラブ奉仕費(親睦費)にク

リスマス会支出として 400 千円計上しておりましたが、今回は子供さん方の参加を抑

制し子供さん方の食事負担がなかったことから、全体の支出 700 千円に対しクラブ負

担は 333 千円となりました。2022-23 年度の活動も 6 カ月経過しましたが、支出面

は一般会計、ニコニコボックスとも予算どおり、収入面でニコニコボックスが若干苦戦して

おります。今後の皆様のご協力を宜しくお願い致します。そして、1/31 の市内 3RC 合

同新年会が迫ってまいりました。今回も浅沼さんのご尽力によりアトラクションも決定し、

プログラムの最終詰めを行っております。特にも役割を担当している皆様方にはご協力

を宜しくお願い致します。最後に 1/24 の卓話は佐々木史昭君が「世界の中の日本

史」と題して、担当して頂くことになりました。大変ありがとうございます。宜しくお願い致し

ます。以上をもちまして、会長の時間を終わります。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

     

 

  

 

 

 

 

 

1月 24日 第 3307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.会長の時間 

6.会員卓話 

『世界から日本を俯瞰する』  

7.委員会報告等 

8.幹事報告 

9.出席報告 

10.連絡事項 

11.閉会点鐘 
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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 

 

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 

★★1/17のメニュー★★ 

白金豚ﾛｰｽのｵｲｽ

ﾀｰｿｰｽ炒め 

白身魚の甘酢あ

んかけ 

■今後の予定 

1/31(火) 市内 3RC 合同新年会・菊の会合同 

(主幹：花巻 RC) 

2/7(火) 慶祝者スピーチ 

■その他 

1/25(水) ぬくまる食堂フードパントリー 

■幹事報告 

・ハイライトよねやま vol.274 

・2022-23年度下期普通寄付金のお願い 

〔公益財団法人ロータリー米山奨学会〕 

・RLI研修パートⅡ 参加者募集のご案内 

〔RLI委員長 柴田茂〕 

・次年度地区組織役員・委員の就任以来 

〔国際ロータリー第 2520地区 ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ森川昭正〕 

■出席報告 

32人中 15名 

出席率 55.5% 前回修正 66.6% 

■メーキャップ 

12/21(水)清光学園 Xmas プレゼント贈呈式 

藤田勝敏君・鹿討康弘君・吉田和洋君 

12/22(木)ぬくまる食堂フードパントリー 

藤田勝敏君・藤村弘之君・阿部一郎君・浅沼幸

二君・橋川秀治君・市村律君・鹿討康弘君・三田

望君・佐々木史昭君・吉田和洋君 

1/16(月)第 2区花北ｿﾞｰﾝ合同次期会長幹事会 

吉田和洋君・阿部一郎君 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

■湯口中学校野球部父母会事務局 高橋悠人様 ご挨拶 

        湯口中学校野球部父母会で事務局をしております高橋と 

申します。この度は皆様の暖かいご支援・ご協力、誠に感 

謝申し上げます。ありがとうございます。当部は、先程ご紹 

介にもありましたが、去年の 9月に文部科学大臣杯の岩 

手県予選において優勝いたしまして、来たる 3月 21日

より静岡県で開催されます全国大会に出場することとなりました。飛び抜

けて上手な選手はいないんですが、わずか 11人なんですけど、個々がや

るべき役割を果たして結果に結びついて、このような形となりました。全国

大会はですね、チーム一丸となって堂々と岩手花巻の代表としてプレーし

てきてほしいなと思っております。本日はこのような場を設けていただき本当

にありがとうございました。 

■花巻農業協同組合 代表理事専務 高橋利光様 ご挨拶 

花巻農協専務の高橋と申します。日頃は皆様方か 

ら大変ご協力いただきながら、農協運営をしておりま 

す。このことに関してはこの場をお借りいたしまして、皆 

様にご挨拶を申し上げたいと思います。本当にありが 

とうございます。先ほどお話ありましたように、3月に静

岡で大会があります。岩手県の大会そして東北大会と、色々と今までやっ

てきたメンバーです。小学校の時も実は全国大会に行く予定でした。ところ

が、コロナが発生して、大会自体が中止になったということで、今回この子

供達は栄えある全国大会と、花巻でも初めての大会に出場するという快

挙を得た、と。それと先ほど言った通り、11人で試合に出ると相手側は倍

以上の人数がベンチにいますので、やっぱり最初は舐められるんですね。人

数が少ない、その分応援する親も半分しかいないみたいな感じになってで

すね、最初は舐められるんですけれども、だんだんゲームが後半になってくる

と、追いつけない相手はだんだん焦り始めるんですね。そういった事をずっと

この何年間この子どもたちは頑張ってきたと思います。先ほどありましたよう

に 5年生の時に全国大会に出場できなかった分、子供達は今回の大会

は感慨深いものがあるんだろうな、と思っております。ですので皆様からご支

援をたくさん頂いておりますのでこの御恩に対して頑張ってくれるものと信じ

ております。最後になりますけれども、今年は卯年で飛躍する成長するとい

う年でもあるというふうに聞いております。是非このロータリーさんの益々のご

発展と皆様の発展そしてご健勝をご祈念を申し上げまして、御礼のご挨

拶に代えさせていただきます。本当に今日はありがとうございます。 

 

 

 

■第 3306 回 ニコニコボックス 

【藤田勝敏君】先週、ニューヨーク・タイムズ紙にて「2023年に行くべ

き５２カ所」第 2 位に盛岡市が選出されました。「歩いて回れる珠

玉の街」と評価されていました。大変うれしいニュースでした。 

【藤村弘之君】湯口中、がんばれ。そして楽しんでください。全国大

会出場おめでとうございます。 

【佐藤良介君】湯口中学校野球部の全国大会でのご健闘をお祈り

致します。１月 12日 JR東日本盛岡支社に新花巻駅発車音メロ

ディー化、星めぐりの歌の採用を、上田市長、高橋会頭、佐々木観

光協会長と4名で要望書を提出して来ました。今年は宮沢賢治没

後 90 年で多くの方々が花巻を訪れて頂けるものと期待しておりま

す。皆様を温かくお迎えしたいと思います。誕生祝ありがとうございま

す。今年は卯年で６度目の年男です。よろしくお願い致します。 

【稲田典之君】湯口中学校野球部の全国大会の活躍を御期待申

し上げます。 

【佐々木史昭君】2023 年、花巻市とホットスプリングス市が姉妹都

市創立 30 周年となり、昨日、オンラインでお祝の会が行われまし

た。花巻川は市長室に関係者 10 数名、ホットスプリングス側は日

本酒づくりが進んでいる「折り紙 Sake」のテイスティングルームに 40

名以上が集まって、しぼりたての日本酒とエーデルワイン製のぶどうジ

ュースで乾杯して、秋の再会を誓いました。 

【立花徳久君】湯口中学校野球部の皆様、優勝おめでとうございま

す。暗い話題の多い中、嬉しい優勝です。暗い話題ついでに大好き

なギターリストのジェフ・ベック、YMO のドラマー高橋幸宏が亡くなりち

ょっとだけ落ち込んでいます。 

【阿部一郎君】湯口中学校野球部全国大会出場おめでとうござい

ます。岩手代表として、野球の岩手県と言われる活躍を期待してい

ます。 

【橋川秀治君】大変お世話になっている高橋理事専務様、湯口中

学校の父母会長事務局の高橋様、念願叶っての全国大会出場、

おめでとうございます。大会での活躍とともに、メンバーの中から将来

のメジャーリーガーが誕生することを期待しています。 

 

 

 

■委員会報告 

【佐々木史昭君】 

先週の土曜日・日曜日にですね、青少年交換委員会のオリエンテーション

が行われましたので簡単に報告をいたします。2回目の研修になりまして、

短期生 7名に長期生が 3名が参加しました。プログラムは色々あるんで

すけど、一つのメインは、坊迫舞香さんに女性の生理が長期間海外にいる

間とかあったりするので色々気をつけなくちゃいけないことというテーマでお願

いをして、時間を取って 1時間ぐらい講演していただきました。 

【会長エレクト 吉田和洋君】 

昨日、第 2 分区花北地区 照井次期ガバナー補佐の招集で、次年

度会長幹事会が開催されました。ガバナー公式訪問の日程調整と次年

度より RIの意向により、本格的に各クラブにおいても DEI委員会を設置

の方針が出されました。まだDEIについてはっきりとした説明ができていない

のが現状でありますが、今後継続して取り組む課題のようです。クラブ内で

新会員選考時や活動等において多様性を重んじる包摂的行動が求めら

れております。当クラブとしましては、定款・細則に関わりそうですので、変

更する前に、まずはクラブ奉仕委員会内の該当委員会の活動内容に

『DEI について』の事項を加えることから始めたいと考えております。RI およ

び地区の方針でもありますので、寛容の精神でご理解とご協力をお願いい

たします。 

び地区の方針でもありますので、寛容の精神でご理解とご協力をお願

いいたします。今後度々、ロータリー各資料・冊子・地区行事等で

『DEI』がキーワードとなると思います。ほか、次年度の RI テーマが決

定しております。ゴードン R・マッキンリー会長エレクトは『世界に希望を

生み出そう』というテーマの下、ロータリーが平和やメンタルヘルスのため

に活動し、世界に希望を生み出すよう呼びかけ、そのためには対話を

通じて信頼を築くことが重油と訴えております。 

詳しくは、DEI についても含め、会員サイト 

マイ・ロータリーをご参照ください。まだマイ・ 

ロータリーを登録されていない方は、この機会 

に是非登録をお願い致します。ID等は事務 

局へお問い合わせください。 


