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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 ゲストスピーチ 

  マーマフーズ株式会社 
         専務 藤岡秀雄様 

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 29日 第 3269回例会  

■幹事報告  
・第 7 回日台ロータリー親善会議福岡大会のご案内 

〔日台ロータリー親善会議 総裁 大島英二様〕 
・盛岡いのちの電話 第 130 号 

〔社会福祉法人 盛岡いのちの電話様〕 
・4 月 16 日地区大会前夜祭 抗原検査実施 

について      〔ガバナー事務所様〕 
 

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 3268 回 3 月 22 日  会長の時間                       橋川会長 
先週火曜日の例会は吉田委員長の格調高い水と衛生に関する卓話でした。 

水資源の大切さを認識できましたし、ﾌｧﾐﾘｰ･ﾋｽﾄﾘｰと会社の歴史を紹介頂き、 
某 NHK の番組を観ているようでした。鹿討さんの FB によると 19 日(土)22 時から 
NHK-BS の『ザ・ヒューマン「“異彩”が変える ～起業家 松田崇弥・文登～」 
▽障害のある作家のアート作品が新たな商品に▽社会にある「壁」を壊したいと 
挑む双子の若手起業家に密着』という番組の最後で花巻 RC の「旅するピアノ」が 
登場したそうです。（本日 17：10～BS1 で再放送）。 

3/16 の 23 時 36 分、福島沖を震源とする大きな地震があり、新幹線の脱線、 
高速道路の亀裂、断水、停電に一時は原発で火災警報と緊張しました。 
亡くなられた方 3 名のご冥福と、230 名のお怪我の早い回復を祈りますが、津波被害がなかったことにほっと
しました。まだまだ余震には気を付けないとなりませんが、金曜日には事業継続機構の BCP の維持管理研
究会の勉強会があり、各社の対応を聞きました。NHK 大阪の会員の方が「NHK は緊急地震速報が出ると
地震報道に自動的に切り替わり、CM の影響もないので民法よりアドバンテージがある。先の震災では千葉
の石油コンビナート火災の映像をメインで報道し、大きな津波が迫っていることを伝えられない反省があった。
今回は津波にフォーカスしすぎて、関東で 200 万戸の大停電が起きていることを十分に伝えられなかったなど
反省点が多い。」と話されていたことが印象的でした。その他サイバーテロ対策の話や保険会社の方のコロナ
自宅療養者には入院時給付金を支払う手続きが多くて大変という話の中で保険業界はパンデミックの前年
に自宅療養を想定してマニュアルを作り替えていたという話も驚きでした。 

驚きと言えば、この土曜も家で仕事をして悪いなとお昼食べに行く？と聞くと『バナナマンのせっかくグルメで
紹介されていた雫石の焼肉「三千里」のカルビスープラーメンを食べたい』と家内がリクエストするので行ったので
すが、そこで若い女性店員さんから「セレナを種市高校に連れて来ていた方ですか？」と声を掛けられてびっくり
しました。聞けば、種市高校のレスリング部でセレナと仲良しの渡辺里奈さんで地元雫石から盛岡大に通学
し、アルバイトしているところでした。早速、セレナにメッセンジャーで写真とメッセージを交換しあい、とても懐かし
い時間を持てました。 

そして、20 日は岩手宮城の 2520 地区からロータリーの長期、短期の青少年交換で世界に留学した
Rotex を集めて同窓会を立ち上げる会に三田さん、佐々木青少年交換(短期)委員長と一緒に、地蔵堂 
さんのトヨタレンタリース岩手・花巻で借りたアルファードで行って来ました。流石に活発な人達が多いのです
が、彼らの人生に留学経験が大きく影響を与え、人生の幅や可能性を広げていること、支えるロータリアンの
素敵さに感動してきました。   （裏面へつづく・・・） 
 

District2520

Rotary International

Hanamaki
Rotary　Club

■本日のゲスト   
マーマフーズ㈱ 専務 藤岡秀雄様 

 

■出席報告 会 員   33 名 出席者数 18 名 出席規定免除者 7 名 

  第 3268 回例会 出席率  64.2％ 前回修正 64.2％  

※メーキャップ： 

3/10 RI 第 2520 地区国際奉仕委員会 佐々木史昭君 

3/20 TI 第 2520 地区ＲＯＴＥＸ同窓会(仙台)佐々木史昭君・橋川秀治君・三田望君 
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2021-22花巻ロータリークラブ会報 

 

『四つのテスト』 
Ｍ：三田 望君 

【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 

4 月  5 日 3270 回  慶祝者スピーチ 
4 月 12 日 3271 回 会員卓話・ゲストスピーチ 

【調整中】 
4 月 19 日 3272 回 観桜会【歳祝】 

菊の会合同夜例会 会場：風の季 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3268 回 例会概要     岩手県立花巻北高等学校様 

花巻ロータリークラブ奨学生 報告 
■川村俊彦校長先生 
3 月で定年となります。90 周年も無事完了しました。 
これからの時代、しっかりと人材育成に重きをおき、取り組ん 
で参ります。本校の学びのバックアップに感謝いたします。 
■3 年：F・C さん 卒業報告 
思い描いていた 3 年間とは全く違ってしまいましたが、そんな 
中でも楽しむ力と対応力と乗り越える力が身につきました。 
春から目標だった服飾の勉強ができる東京の大学へ行きます。 
しっかり学んで将来に向け世界を広め新たな自分を見つけ 
ます。3 年間ご支援ありがとうございました。 
■2 年：M・W さん 近況報告 
写真部や助っ人参加の剣道部で頑張りました。ボランティアの 
活動もして経験をつめました。新しいことに挑戦する気持ちを 
忘れず頑張ります。ご支援ありがとうございます。 
■1 年：O・Y さん 近況報告 
沢山の経験をし過ごすことができました。小さな頃からの 
夢である看護師を目指し沢山の方々を助けたいです。 
苦手な教科もありますが、頑張って勉強をしていきます。 
ご支援ありがとうございます。 
★花巻 RC 奨学生委員会 阿部委員長  
夢に向かっている姿を拝見できて嬉しいです。コロナ禍で 
大変な環境下だったとは思いますが、その中でも精一杯 
できる事を体には十分気を付けて、頑張っていってほしいと 
思います。F さんにおかれましては卒業、進学おめでとうございます。 

★本日の Menu★ 
ホテルグランシェール花巻 

日本料理 

■3268 回ニコニコボックス    ニコニコボックス委員会                                   
【藤田勝敏君】盛岡で会議(某私立高校の役員会)がある為、
準備のみの参加(17：00 まで)となります。大変申し訳ありま
せん。 
【高橋豊君】今日は、花巻北高校川村校長はじめ3名の奨学
生のご来訪を心より歓迎致します。孫もお世話になっています
が、皆さんの今後益々のご多幸とご健勝を心より祈っておりま
す。市の会議の為、早退させて頂きます。 
【佐藤良介君】F・C さん卒業おめでとうございます。これからも自
分の夢の実現に向けて努力されますよう心からお祈り致します。
M・W さん、O・Y さん、それぞれの学年修了おめでとうございま
す。お 2 人とも写真部ですが、進級しても学業と部活を両立さ
せて、充実した高校生活を送って下さい。 
【佐々木史昭君】岩手県立花巻北高の川村校長先生初め、
F・C さん、M・W さん、O・Y さん、本日は当クラブの例会に御参
加いただき、ありがとうございます。特に F・C さんには御卒業まこ
とにおめでとうございます。これから益々の御活躍を御期待申し
上げます。これからもロータリークラブをよろしくお願いします。 
【阿部一郎君】本日は、川村校長先生、F さん、M さん、O さ
んに例会参加頂き、ありがとうございます。皆様はそれぞれ次の
ステージに進む事になります。今後の活躍を期待します。 
【立花徳久君】花巻ＲＣ奨学生の皆様ようこそ例会に参加し
ていただきありがとう。1 年ごとの成長がすばらしくうれしく思いまし
た。先週は欠席いたしましてすいません。 

 

 

 
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 

イトーヨーカドーへ 
旅してます 3 月まで 

【鹿討康弘君】急遽ですが家裁の調停のピンチヒッターを頼ま
れましたので早退致します。ご飯大盛りは今日まで！！次回
からは並盛とします。 
【藤村弘之君】3 連休で来ることになっていた子供夫婦、東
京、神戸から 3 組、地震のため来れず中止に。準備して予約
してたものキャンセル、キャンセル。そのため、3 月のロータリー参
加、明日のぬくまるも参加できます。 
 

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 

『ぬくまるフードパントリー事業』 実施報告 
開催日：2022 年 3 月 23 日(水) 

申込世帯：58 世帯（新規：2 世帯） 
花巻 RC 7 名・菊の会 5 名・お手伝い様 10 名 

お手伝様：いわてグルージャ盛岡 福田様/大福様 
まちサポ雫石  桜田理事長様/㈱ONODERA USER RUN  
営業部柏木様 ・ボランティア：島スミ子様 ・社協：根子課長/
工藤係長/菊池/神山様/ウノーインダストリー井上様 

ご寄付・ご協力をいただいた企業様 

生協様/中央水産花巻様/JA いわて花巻様/むすびえ様/インクル

いわて様/ファミマ鍋倉様/コープ花巻アウル様/焼肉冷麺ヤマト様/

こどもの居場所ネットワーク様/いわてグルージャ盛岡様/岩手雪運

様/エヌワイエス様/モランボン様/三多加堂様/石黒農場様/マーマ

フーズ様      ★ご協力に感謝致します 

本日は我が花巻 RC が誇る青少年奉仕の事業である花巻 RC 奨学生の皆さんとこれまで多大なご理解とご協力を頂いた川村

校長先生にお越し頂きました。是非、学校の思い出やこれからの進路などについてお話頂ければと思います。 

どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

委員会報告 
谷村雑誌委員長：関連書籍のご紹介 
『ロータリークラブに入ろう！』を是非一家に 
一冊、ご購読常備いただき家族で共有し、 
理解を深めていただきたいと思います。 
よろしくお願いいたします。 
 
佐々木国際奉仕大委員長：ROTEX 同窓会 
今回、過去全派遣経験者の名簿を作成し、 
連絡のとれた方々を ROTEX の名簿として 
整理し、運営組織化し今後活動ネットワークを 
構築した上で、地区と情報共有していき 
交換留学の際の研修・受入・ホームステイに 
関わって頂く取り組みが始まります。 
よろしくお願いします。 

先週の会報で花巻 RC奨学生 2年 M・Wさんの 
お名前が違っておりました。お詫びして訂正致します 

mailto:hrc@hanamaki-cci.or.jp

