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1,開会点鐘   
2,国歌斉唱 
3,ロータリーソング        
4,四つのテスト 
5,ゲスト・ビジター紹介           
6,本日のプログラム/メニュー 
7,食 事 
8,会長の時間 
9,慶 祝   バースデーソング 

10,本日のプログラム  
慶祝者スピーチ 
 

11,委員会報告等 
12,幹事報告 
13,出席報告 
14,ニコニコボックス 
15,連絡事項 
16,閉会点鐘 

■本日のプログラム      例会進行：会場監督 

 

Apr 

4月 5日 第 3270回例会 月初め 月間テーマ： 母子の健康月間 

 

■幹事報告  
・4 月 17 日(日)地区大会懇親会中止について 

ガバナー事務所様 
・米山梅吉記念館 館報 

(公財)米山梅吉記念館様 
・RI2520 地区第 2 分区 IM ゴルフコンペのご案内 

ガバナー補佐鈴木秀悦・佐々木史昭様 
・第 7 回日台親善会議福岡大会ご登録のお願い 

日台ロータリー親善会議福岡大会事務局様 
･令和４年度花巻市友好都市交流委員会幹事会・総

会の開催中止及び書面決議について(ご案内) 
花巻市友好都市交流委員会会長 佐藤良介様 

 

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 3269 回 3 月 29 日会長の時間                             橋川会長 
        皆様、こんにちは。阪神連敗に市村親睦委員長の心配をしておりましたが、プログラム 

紹介で 2 戦目、3 戦目は途中で TV 観戦を止めたと聞いて驚きました。 
阪神やオリックスファンは連敗しようとも熱狂的な応援を続ける筋金入りの人種と勝手に 
思っておりましたので、ファン心理として負ける試合は面白くないのは一緒なのだと分かり、 
安心いたしました。そして、小林陵侑選手のジャンプＷ杯総合優勝の解説、ありがとうござ 
います。サッカー三苫選手のゴールでのＷ杯出場や大相撲の若隆景の優勝など色々あっ 
た中で個人的に一番喜んだニュースでしたのでご紹介頂いて嬉しかったです。 
これからも宜しくお願い致します。 

 さて、先週 23 日のフードパントリー、お疲れ様でした。私は夕方まで会議があり、その準備に夢中になって
久々に完徹をしてしまいました。フードパントリーに行こうとしたら 3 度ほど居眠りして反対車線にはみ出してし
まい、自主規制をかけてお休みさせて頂きました。本日ゲストにいらっしゃって下さっているマーマフーズ様から今
回もご支援いただいたようですし、雫石の子ども食堂関係の方もいらっしゃったお陰で無事に開催出来たと聞
いており、心から感謝申し上げたいと思います。 
 翌日の 24 日に東京農工大の山田教授が花巻にいらして一緒に会食を致しました。日本の漢方薬の原
料はほとんどが中国から輸入されていますが、中国国内の消費増で輸入が難しくなっています。そこで国内に
生薬原料の産地をという厚労省主導のプロジェクトの一環で雫石の農場でも芍薬のテスト栽培をされるそう
です。そこにグルージャの福田さんが関係し、医薬品関係の人もいた方が良いとのことで話がありました。医薬
品と言っても生薬のことはよく分かりませんが、キノコの原料の話も出ていたのでお受けした次第です。会食で
はそのプロジェクトの話もありましたが、山田先生の主研究分野のブラジル、アマゾンでのアグロフォレストリーの
話を興味深く伺いました。日系人が始めた農法で単一作物ではなく、高木、果樹、換金作物、野菜など複
数の農産物を並行して栽培し、現地の人々の食物と換金性の高い作物の両方を得るもので、これによって
貧困や犯罪が減ったそうです。日本でも今、山は手入れが行き届かず荒れていますが、植林の時に作物を混
栽することで、人が山に入る機会が増え、結果的に山の手入れが行き届きます。そうして山が健全になるとき
のこが増えると言う、キノコ好きとしては嬉しい話でした。 

そのきのこ関連で、きのこ鑑定の勉強をさせて戴いている八甲田の山に 
風力発電を建設する話が持ち上がり、森林が伐採されようとしています。 
きのこを育む森林を守ろうと青森県のキノコ会では署名活動が行われて 
います。もし、ご賛同頂ければありがたく思います。 
 さて、本日はマーマフーズの藤岡専務にいらして頂きました。先程お話ししましたら、今東京で岩手を元気づ
ける現象が起こっているそうです。是非、そちらも楽しみにお話を伺いたいと思います。よろしくお願い致します。 

 

District2520

Rotary International

Hanamaki
Rotary　Club

■出席報告 会 員   33 名 出席者数 14 名 出席規定免除者 7 名 

  第 3269 回例会 出席率  56.0％ 前回修正 64.0％  

※メーキャップ：【敬称略】 

3/23 ぬくまる FP：藤田勝敏・浅沼幸二・佐々木史昭・阿部一郎・鹿討康弘・藤村弘之・市村律 
3/25 戦略会議：橋川秀治・藤田勝敏・佐々木史昭・阿部一郎・鹿討康弘・吉田和洋・藤村弘之・立花徳久 
3/27 会長エレクト研修セミナー：藤田勝敏 

■本日のゲスト  なし 
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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  

■今後の予定  例会場：ホテルグランシェール花巻 

4 月 12 日 3271 回 会員卓話・ゲストスピーチ【調整中】 
4 月 17 日 RI 第 2520 地区大会本会議 仙台 

※大懇親会はコロナ禍で見合わせ 

4 月 19 日 3272 回 観桜会【歳祝】 風の季  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3269 回 例会概要     ゲストスピーチ【資料転載】 
マーマフーズ㈱ 専務 藤岡秀雄様 

             

4 月 慶 祝  《敬称略》 

会員誕生： 藤田勝敏・滝田吉郎 
在 籍  年：佐々木史昭(18)・市村律(2) 
夫人誕生：藤原和久(喜子)・伊藤由美子(誠一郎)・藤村優子(弘之) 

結婚記念：佐々木史昭・啓子/浅沼幸二・葉子/高橋利美・ちあき 

母子と健康月間について 
2014 年 10 月 RI 理事会は、４月を重点分野：「母
子の健康月間」とした。5歳未満の幼児の死亡率と
罹患率の削減、妊婦の死亡率と罹患率の削減、よ
り多くの母子に対する基本的な医療サービスの提
供、保健従事、者を対象とした研修、保健ケアの
提供、母子の健康に関連した仕事に従事すること
を目指す専門職業人のための奨学金の支援を強調
する月間である。 

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 

★本日の Menu★ 
ホテルグランシェール花巻 

洋食 
白金豚 

ロースカツレツ 

■3269 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】本日は藤岡専務の話術にすっかり魅了されまし
た。これからも花巻から世界へと伸びてゆく未来が見えるようで
す。 
【藤田勝敏君】日曜日の会長エレクト研修会に参加してきまし
た。当社社員の指示により懇親会は欠席してきました。2022-
23 年度テーマは「イマジン・ロータリー」となります。 
【上田穣君】東北の近県どおしの宿泊応援キャンペーンがはじ
まりました。雪もとけてすっかり春らしくなり、心はワクワクしており
ますが、何しろじゃまなコロナのせいですっきりしません。それとは
関係ないのですが所用により早退となります。 
【佐々木史昭君】マーマフーズ(株)専務藤岡秀雄様、本日
は、貴重な面白いお話を頂き、ありがとうございました。今の花
巻にとって、大変ためになる話だったと思います。この勢いで、是
非花巻ロータリークラブの会員になっていただきますよう御期待
申し上げます。 
【阿部一郎君】マーマフーズ藤岡専務様、花巻ＲＣ例会に参
加ありがとうございます。また、フードパントリーの主旨に賛同いた
だき、2 月より商品の提供をいただき、ありがとうございます。今
後も支援を宜しくお願い致します。 
【吉田和洋君】藤岡専務様スピーチありがとうございました。興
味深いお話で、バーチャルウォーターの観点からもすばらしい取
組と思いました。すみませんが来週の例会はお休みとなります。
よろしくお願いします。 

 
 

4月 行事/事業予定 
・花巻RC奨学生選考依頼  花巻RC奨学生委員会 

・米山記念奨学会オリエンテーション 仙台 

・地区大会本会議 17 日 仙台 
・平塚 RC65 周年 / 石巻 RC30 周年  

花巻の潜在能力に注目し、今後も事業を進め少しでも地域に
貢献して参りたいと思っております。みなさまのご協力・ご指導を
よろしくお願いいたします。   【今回ご講演の内容は掲載致しません】 

 

 
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 

西南道の駅に 
旅してます ５月まで 

mailto:hrc@hanamaki-cci.or.jp

