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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 

  岩手県立花巻北高等学校 

花巻ロータリークラブ奨学生 

卒業報告並びに近況報告   

担当：花巻 RC 奨学生委員会 

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 

■本日のプログラム      例会進行：会場監督 

 

Mar 

3月 22日 第 3268回例会  

■幹事報告 
・令和 4 年度入学式について（お知らせ） 

〔岩手県立花巻南高等学校 校長 山田 浩和様〕 
・「やまだの作文・第 50 集」の送付 

〔山田 RC 会長 小國嘉明様〕 
・ハイライトよねやま Vol.264 

〔公益財団法人ロータリー米山記念奨学会様〕 
・米山寄付金２月末明細書 

〔地区米山記念奨学会委員長 白鳥淳様〕 
 

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 3267 回 3 月 15 日  会長の時間  橋川会長 
皆様こんにちは。例会の食事の量について LINE グループで問い合わせました。その結果 
を伝えるつもりで失念していたのですが、どなたかの機転でホテル側には伝わっており、その 
意見が反映され、本日は適量との声が多いようです。ありがとうございました。 
さて、本日は市村親睦委員長がお休みで、恒例の今日のプログラムでの市村君の野球 
蘊蓄はありませんでした。とてもその代わりにはなりませんが、スポーツ話から入ります。 
まず、花巻の星、菊池雄星君がカナダトロントを本拠地とするブルージェイズと無事契約 
し、キャンプインしました。契約金額は 3 年で 42 億円と高い評価を得ていると思います。 
大谷選手もエンジェルスでキャンプイン。有利なルール改正で今年も活躍が期待されます。 
いわてグルージャ盛岡ですが、先週末のベガルタ戦。天皇杯ではベガルタを下しており、 
勝利が期待されていました。前半押し気味ながら得点できず、逆に終了間際に 1 点を取 

られ、後半も 2 点を追加され、3-0 で負けてしまいました。牟田キャプテンもさぞ悔しいだろうと LINE で励ました
ところ、「悔しいけど、やっとここまで来た。J リーグでベガルタと戦えた。スタジアムから観る風景は感慨深いもの
で、まだまだこれから、もっともっとチームを成長させて、盛り上げて行きます。」と素晴らしい返事を頂きました。今
週末 3/20(日)14 時からのホーム初戦、栃木 SC 戦は仙台でのローテックス同窓会で行けませんが、来週
3/26(土)13 時からのレノファ山口 FC 戦は北上総合運動公園で応援したいと思います。 
 そして 13 日に閉幕したパラリンピック。あまりリアルタイムで TV 観戦出来ず、もう終わり、オリンピックと違って日
中の試合が多く、夜間帯が少なかったんですね。チェアスキーや車いすカーリングなどをもっと応援したかったです。 
 さて、今月のロータリーの友に「ロータリークラブに入ろう！」という本が紹介されており、雑誌・広報委員長
の谷村君からクラブで購入してはと提案があり、3 冊購入しました。著者の田中久夫氏は高崎 RC の会員で高
崎経済大学教授であり、2017-2018 年の 2840 地区ガバナー経験者です。半分ほど読んだのですが、親し
みやすい語調で読みやすくお薦めです。金沢の芸者衆を高崎に呼んでの花見例会など豪快なエピソードには
驚きましたが、新入会員にロータリークラブを知ってもらい、好きになり、楽しんで貰うヒントが印象的でした。新入
会員対応が各クラブでは難しいと地区で新入会員向けのセミナーを開催したり、クラブ会員全員に 3 種の神器
として入会申込書・クラブの簡単なプロフィール・ロータリーそのものを説明する印刷物をいつも携行して貰い会
員増強に役立ててもらう取り組みも良いと思いましたが、その入会申込書に趣味の欄を設け、入会後に釣りや
登山などクラブ内同好会に入って交流し、退会を防いでいるのは素晴らしいと感じました。例会に来なければ楽
しさは分からないし、例会参加だけでは好きとまではなりにくいですから。 
 さて、今月は水と衛生の月間、本日は水関連のお仕事ということで吉田委員長に卓話をして頂きます。どのよ
うな話が聞けるか楽しみです。どうぞよろしくお願い致します。 
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Rotary International
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■出席報告 会 員   33 名 出席者数 14 名 出席規定免除者 7 名 

  第 3267 回例会 出席率  53.8％ 前回修正 65.3％  

※メーキャップ：なし 

 

■本日のゲスト 岩手県立花巻北高等学校 

校長 川村俊彦様 
3 年 F・C さん、 
2 年 M・W さん・1 年 O・Y さん 
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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 

■今後の予定  例会場：ホテルグランシェール花巻 

3 月 2３日 ぬくまるフードパントリー事業 
3 月 29 日 3269 回 (調整中) 

マーマフーズ様 藤岡専務様予定 
4 月  5 日 3268 回 慶祝者スピーチ 
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第 3267 回 例会概要    クラブフォーラム月間テーマ 

【水と衛生】 〜世界の水事情〜 吉田和洋君 
水資源は希少資源・・地球は《水の惑星》とはいうものの・・・・・ 
淡水資源はわずか 0.01％の 10 万 k ㎥ 

世界人口増加に比例して取水量も増加、水ストレスや 
水不足に直面の危機が増加傾向。 
水ストレスとは水需給に関する逼迫の程度を評価する指標
であり、「人一人当たりの最大利用可能水資源量」と「年利
用量/河川水等の潜在的年利用可能量」の指標。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日本は世界第 2 位の仮想水(ﾊﾞｰﾁｬﾙｳｫｰﾀｰ)輸入国。飲
み水以上に食糧生産や工業生産品の製造に使われた水
も製品と一緒に輸入されている。 
 
蛇口から飲める水道水で 
お尻まで洗えるのは日本人 
だけ？ 
世界では 7 億人が不衛生 
又は安全ではない水を利用 
しており、年間 180 面人も 
の子供たちが亡くなっている。 
 
徒歩で往復 30 分以内に安全な水にアクセスできない人は
90 億人。 
その水汲みは女性や子供たちの仕事となり、結果学校へ行
けず教育水準の低下＝所得の低下・貧困に繋がっている。
途上国での灌漑や水道敷設には日本からの国際協力が多
い。世界目標 安全な飲料水と衛生施設(ﾄｲﾚ)を利用でき
ない人を半減させる。 
一方では日本の山が外国人によって買われている＝水源も
買われている。 
きれいな水が豊かで水と安全が低廉な日本ですが、家庭で
使う水を節約することで SDGｓにも貢献できます。 
1 日の 1 人の水使用量は 220ℓ(東京都) 
 

鉱物資源もそうですが、水資源も例外 
ではなく、大陸では陸続きで源流が 
他国にある場合など、水利コントロール 
による支配も想定され、水をめぐっての

国間の争いも今後起こることが考えられます。水は命の源。 
日本は世界でもかなり稀で恵まれた水環境にあります。 
当たり前に感謝致しましょう。 
 
吉田のお仕事・・・ 
株式会社坂田管機材代表取締役 
水と空気、換気空調・冷暖房・給水給湯 
ろ過装置・電気機器・土木等に関わる配管 
・住宅設備・ビル設備・工場設備配管・ 
ポンプ・建設等資機材/工具の販売が 
中心です。BtoB が主です。工事店様や 
自社メンテナンス時は資材は坂田管機材 
から・・と言っていただけると幸いです 
m(_ _)m 

★★3.15のMenu★★ 
中華ランチ 

■3267 回ニコニコボックス   ニコニコボックス委員会                                   
【橋川秀治君】先週、株主総会を無事終えることが出来まし
た。原料、エネルギーコスト増で増収・減益となりました。コロナ
や紛争のない世界になってくれないと困ります。吉田委員長、
素晴らしい卓話、ありがとうございました。 
【藤原喜子君】吉田さん、卓話素晴らしかったです      本当に
その通りですよね。皆さま、ホワイトデー第 2 弾、誠にありがとう
ございました♡それぞれの方のお顔を思い浮かべながら毎日ニ
コニコしながら頂戴いたしております      昨日、事件がございまし
た。有休をとって内科に行き、胃腸の調子が悪いので〜と、受
付に申し出たところ、コロナを疑われＰＣＲ検査をされ、勿論
陰性でしたが、今度は、胃カメラを即行、今日しましょう、という
流れになり、心の準備も無いまま、決行されました      今の時
期、軽い症状でもあまり安易に病院に行くと、大変なことになり
ます。 
【藤田勝敏君】このあと、カーボンニュートラルＬＮＧ（天然ガ
ス）受入調印式がある為、早退します。 
【上田穣君】今日は花巻中学校の卒業式です。先週末は宮
野目中学校の卒業式でした。二人の孫がめでたく卒業をむか
えることができてたいへんうれしく思います。希望どおりの進路と
なりそうなので重ねてうれしく思っております。 
【谷村繁君】橋川会長、「ロータリークラブに入ろう！」のご紹
介ありがとうございます。会長の時間にお取り上げいただいたこ
とに雑誌広報委員会として、感謝致します。 
【佐々木史昭君】先週、仕事上のおつきあいのある西日本に
本社のある社長より、北アルプス縦走コース 5 泊 6 日の登山
の案内を受けました。正直に、軽度ではあるが、睡眠時無呼
吸症の症状があることを告げたら『ごめん、今の話はなかったこ
とにしてくれ』と言われました。結構ショックを受けました。 
【吉田和洋君】先週土曜日、急遽娘にいわれ鉛スキー場に
行きましたら、なんとその日が営業最終日。 
初すべりにしてラストすべりとなりました。天気も良く良かったで
すが 6 回滑って帰宅です。 

 

 

 
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 

イトーヨーカ堂へ 
旅してます 3 月まで 

ロータリーに関する書籍の紹介 
幻冬舎ルネッサンス新書 

田中久夫著 
『ロータリークラブ 

に入ろう！』  
※事務局で貸し出しております 

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) 58 世帯 

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 
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