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第一部 例会セレモニー 
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 
7,会長の時間 
8,委員会報告等 
9,幹事報告 

10,出席報告 
11,連絡事項 
12,閉会点鐘 
 
第二部 観桜会【歳祝】菊の会合同 

観桜会プログラム 
(ニコニコボックスは、なりゆき) 

■本日のプログラム      例会進行：会場監督 

 

Apr 

4月 19日 第 3272回例会 菊の会合同 

§菊の会合同 観桜会＆歳祝§ 

月間テーマ：母子の健康月間 

  

■幹事報告  
・2022-23 IKOMA カタログ   ㈱生駒時計店様 
・ハイライトよねやま Vol.265 

（公財）ロータリー米山記念奨学会様 
・花巻市防犯協会令和 4 年度通常総会開催について 

(ご案内)  
花巻市防犯協会会長 花巻市長 上田東一様 

 

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 3271 回 4 月 12 日 会長の時間                       橋川会長 
皆様、こんにちは。最年少完全試合、13 者連続三振の新記録、19 奪三振の 

日本タイ記録の話は市村親睦委員長に任せようと思った私と、朗希君の話は 
会長に譲り、キャッチャーの話に特化してくれた市村親睦委員長。その思いを活かそう 
と慌てて先程調べました(笑) 

新聞によるとこの大記録は千葉ロッテの素晴らしい育成のお陰としつつ、甲子園 
で大船渡高校の国保監督が朗希君を無理に起用しなかったことを称えています。 
それにしてもたった人口 120 万人の岩手から世界に羽ばたくスーパースターが何人 
も何故出るのか。花巻東、大船渡の両校の監督は目先の勝利よりも選手の将来を 
重視し、それを許す岩手のおおらかな県民性こそ逸材が消耗せず、じっくり育つ素地 
となっているのだと感じました。そこから考えると昨年ヤクルトも終盤に追い上げましたし、 
プロ野球もシーズンインしたばかりなので、これからもじっくり阪神を応援することを愉しん 
で参りたいものです。 

さて、この土曜日は雲一つない小春日和の下、北上にグルージャ応援に行って参りました。試合はグ
ルージャが圧倒し、ホーム初勝利を期待しましたが、一瞬の隙に群馬に 1 点を挙げられ、残念ながら負
けてしまいました。でも、嬉しいことも。フードコーナーに「オロポ」とあり、何だろうと聞くとオロナミン C をポカリ
で割った飲料でした。（マッチですね） 

福田さんからのお願いを受けました。グルージャの若手は宿舎に入っているそうですが、食べ盛りの彼ら
の食事が十分でないらしく、食材を提供してくれる企業を募集しているそうです。もし心当たりのある方は
福田さんにご紹介頂ければ幸いです。 

続いてこの 10 日に上町のセンプ―で開催された花巻３RC 会長幹事会の報告をします。冒頭に
佐々木 G 補佐より、残り 3 か月、主要なイベントは今度の地区大会、5/15 第 2 分区 IM ゴルフ、
5/28 花巻北 RC 創立 50 周年、5/29 地区研修・協議会との挨拶があり、会長・幹事も表情が緩ん
だ後、メインの花巻北 RC 創立 50 周年行事の登録料について協議をしました。 

花巻北 RC 谷地会長より、花巻温泉の宴会費の値上がりや会場費の発生、お土産の用意、高額
な 50 周年記念事業で、北クラブとしては大きく持ち出しを行い、祝賀会参加者に満足して貰うことを考
えて登録料を設定したが、全員登録で参加されない方まで考えが及ばず、事前に３RC 会長幹事会
等で相談もしなかったことのお詫びがありました。質問・意見が出た後、佐々木 G 補佐のアドバイスもあっ
て、登録料は従前通りとし、祝賀会参加者は五千円をプラスする形式を今後の花巻３RC の(裏へ➡) 
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■出席報告 会 員   33 名 出席者数 16 名 出席規定免除者 7 名 

  第 3272 回例会 出席率  59.2％ 前回修正 66.6％  

※メーキャップ： 

4/10 花巻市内３RC 会長・幹事会  橋川会長・藤原幹事・佐々木史昭君 

■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 

 

★★ぬくまるフードパントリー事業★★ 
令和 4 年 4 月 21 日(木) 社協会館 
準備：14：30〜  お渡し：17：00〜 

申込世帯 54 世帯（うち新規 2 世帯） 

運営への皆様のご協力をお願いいたします。 

【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 26 日 3273 回 クラブフォーラム 【調整中】 
5 月 3 日 GW 休会(定款第 6 条) 
5 月 10 日 3274 回 慶 祝 
5 月 17 日 3275 回 クラブフォーラム 担当：幹事 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3271 回 例会概要     臨時クラブ協議会 
次年度役員人事の変更について  藤田エレクト 

事情により下記のように変更起案され承認されました 
※黄色い箇所が変更になった方々です。 

2022-23 年度 花巻ロータリークラブ各委員会 敬称略 
■クラブ奉仕大委員会 大委員長(副会長)：吉田和洋  

・出席委員会 委員長:松田健・副委員長:地蔵堂友信 

・親睦委員会 委員長:地蔵堂友信・副委員長:松田健 

   委員：菊池倫実・高橋利美・晴山正基・立花徳久・藤田直之 

他新年度入会会員 2 名程度予定 

・ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ委員会 委員長:市村律・副委員長 藤村弘之 

・プログラム委員会 委員長:阿部一郎・副委員長:橋川秀治 

・会場監督委員会 委員長:阿部一郎・副委員長:藤原喜子 

・雑誌広報委員会 委員長:谷村繁・副委員長:小原紀彰 

・ｸﾗﾌﾞ会報委員会 委員長:藤原喜子・副委員長:藤田直之 

 A:鹿討康弘・新年度入会会員 2 名程度 

・友好クラブ委員会 委員長:三田望・副委員長:市村律 

〇会長エレクト (兼任)吉田和洋 (2 巡目) 

・会員増強委員会 委員長:吉田和洋・副委員長:橋川秀治 

・会員選考委員会 委員長:高橋豊・副委員長:高橋健 

・ﾛ-ﾀﾘｰ情報委員会 委員長:橋川秀治・副委員長:菊池倫実 

■職業奉仕委員会  大委員長：三田 望 
・職業奉仕委員会 委員長:伊藤誠一郎・副委員長:晴山正基 

■社会奉仕委員会  大委員長：藤原喜子  
・社会奉仕委員会 委員長:藤原喜子・副委員長:笹木賢治 

・人間尊重委員会 委員長:浅沼幸二・副委員長:小山田泰彦 

■国際奉仕委員会 大委員長：立花徳久 
・国際奉仕委員会 委員長:佐々木史昭・副委員長:谷村繁 

・国際青少年計画委員会 委員長:上田穣・副委員長:前田毅 

・ロータリー財団委員会 委員長:佐藤良介・副委員長:高橋典克 

・米山奨学会委員会 委員長:稲田典之・副委員長:下坂和臣 

■青少年奉仕委員会 大委員長：鹿討康弘 
・青少年奉仕委員会 委員長:鹿討康弘・副委員長:佐藤誠吾 

・花巻 RC 奨学会 委員長:阿部一郎・副委員長:藤田直之 

■戦略会議委員長：橋川秀治君 

 

【佐々木史昭君】先週日曜日、花巻３ＲＣの会長幹事会が行
われ、花巻北ＲＣ50 周年記念事業の登録料について説明を
受けました。お互い様の精神で当該クラブを尊重し、全員登録料
1 万円、参加者は別途 5 千円で、全員が合意いたしました。今
後の周年事業等の指針になるだろうと思います。 
よろしくお願いします。 
【阿部一郎君】昨日、本日と初夏の様な天気となりました。 
この陽気で庭の桜の開花を確認しました。 
身照寺のしだれ桜も赤くなっています。 
さあ、花見に出かけて、静まりかえった花巻の 
酒場の活性化に一役かってみませんか。 
私は本日より実践したいと思います。 
【市村律君】在籍表彰（2 年）ありがとう 
ございます。今年は寅年ですが、猛虎は 
借りてきた猫になってしまいました。 
目の前の試合を全力で応援していきたいと思います。 
 

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 

★本日の Menu★ 
ホテルグランシェール花巻 

久々の・・・ みんな大好き 

ビーフ・カレー 

 

■3271 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】先日、潮干狩りに家内と出かけ、バケツ一杯の
アサリを採りました。そこに「ためしてガッテン」の裏技、食べる前に
片栗粉を食べさせ殻の中でぷっくり太った（私のような）アサリを
酒蒸しで頂きました。驚きのウマさでした〜！ 
【高橋豊君】今日は久しぶりに滝田君が出席して嬉しく思いま
す。欠席がちの会員に声かけして、出席率を高めたいものです。
桜が開花し、来週の夜例会が楽しみです。 
【佐藤良介君】4 月 8 日花巻北高の入学式が行われました。
希望に燃えて 234 名の新入生が入学致しました。学業に部活
動に文武両道を実践し、3 年間充実した高校生活となりますよ
う心から願っております。校長先生には、岩手県教育委員会か
ら須川先生が着任されましたので、よろしくお願い致します。 
【滝田吉郎君】誕生日プレゼントありがとうございました。 
【稲田典之君】鳥谷崎神社境内の桜も開花しました。29 日の
昭和の日は春まつり、午後 1 時から神楽殿で小瀬川神楽の奉
納もあります。どうぞ足をお運び下さい。 
【立花徳久君】佐々木朗希君、完全試合おめでとう。村田諒
太選手ざんねんでした。（ファイトマネーは 20 億円超だそうで
す。ゴロフキン 15 億、村田 6 億）人間は原始的な殴り合いが
好きなのかな。 

 
 

 

 
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 

道の駅 西南へ 
旅してます  5 月まで 

慶祝者スピーチ 市村律君 在籍 2 年 
阪神が勝てず借金を一手に背負ってます。 
故野村監督が引用した言葉に「勝ちに不思議 
の勝ちあり、負けに不思議の負けなし」が、あり 
ます。準備不足がそうさせたのかなと思ってます。 
家内からは厳しいご意見をいただいております。 
息子が 5 月 4 日に結婚式を行います。嬉しい限りです。 

近況報告 滝田吉郎君 誕生祝い 
4 月 4 日です。最近は小学校のパトロール 
ボランティア活動に従事してます。結構忙しい 
です。また、同級生の集まる場所を整備し、毎月 
飲み会や修学旅行、遠足と楽しんでます。 
仕事もお陰様で順調に推移しております。 

(前ページより)周年行事に適用する方向で３RC 会長幹事の合意をみました。これは理事会にかけて決定となります。 
懇親会の実施について質問）-今のところ実施の方向ですが、北 RCでは例会場も変更予定で懇親会の中止しようかとの話

は出ていました。 
この後、クラブフォーラムを再度開催となりますが、来年度エレクト人事が体調や仕事の関係で難しくなったため、理事会に諮り

承認を得て藤田エレクトよりお話頂きます。ロータリーの寛容の精神でご理解頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。 

 

RLI 卒業証 

第 2520 地区大会 前哨戦❣？ 親睦記念ゴルフコンペ 
令和 4 年 4 月 15 日(金)小雨 8℃ 泉パークタウンゴルフ倶楽部 

参加者 81 名 
花巻 RC 3 名 

佐々木 G 補佐 

藤田エレクト 

吉田委員長 

個人戦 それぞれ 

団体戦 9/14 位 

※3 人以上参加 

mailto:hrc@hanamaki-cci.or.jp

