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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 

 

May 

5月 10日 第 3274回例会 月初め 月間テーマ： 青少年奉仕 

 

■幹事報告  
・地区会員の職業分類データベース化について 

地区職業奉仕委員会 委員長 佐々木勝様 

・6/26(日)仙台泉ロータリークラブ創立 50 周年 
記念式典・祝賀会のご案内 

仙台泉 RC 会長 三浦一様 

・令和４年度花巻市市民憲章推進協議会総会の 
開催について（ご案内）会長 三田望様 

・6/26(日)創立 65 周年記念式典・祝宴のご案内 
(公財) 花巻青年会議所 第 66 代理事長 安部修司様 

 

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 3273 回 4 月 26 日 会長の時間                             橋川会長 
こんにちは、我家では毎年弘前の桜を観に行くのが恒例でして、人出の少ない 

早朝を狙って先週土曜日の朝 2 時起きで高速を飛ばし、到着したのが朝 5 時半。 
弘前城の外堀には花筏が浮かんで美しかったのですが、既にカメラを構えた人がずらりと 
いて驚きました。それでも枝垂れや八重、ソメイヨシノ等を楽しみ、7 時まで無料で入れ 
る本丸で岩木山と桜の競演を愉しんでいると、懐かしい音楽が流れて来ました。 
朝のラジオ体操です。中高年を中心とした集団が岩木山に向かって距離を取って並んで 
いたので、家内と後ろの方に交じって参加しました。久々に第一、第二を通してやると 
結構きつかったです。いい汗をかいて爽快な気分でカメラで桜を下から狙うと鮮やかな 
虹が天頂に出ていて驚きました。これは環天頂アークと言って、日の出後や日没前 
2 時間の太陽高度が 20 度くらいの時に 70 度くらいの上空に出来る珍しい現象で、とても良い吉兆と言われ
ています。 
 その日は青森キノコ友の会の総会だったのですが、屋内の会議は遠慮したい仲間と山菜取りを行いました。
幸せの虹のお陰か、コゴミ、ボンナ、タラの芽、コシアブラ、アザミ、ヨモギと丁度良い大きさのものがたくさん採れ
ましたし、絶品山菜料理のお昼を作って来て頂いたお陰で春の味覚でお腹いっぱいになりました。ちなみに青
森ではアザミをみそ汁の具として好まれますが、岩手ではあまり聞いたことがなく、地域差を感じています。 
 その後、また弘前に夜桜を観に行って、結局花巻に帰り着いたのが夜中の 0 時。21 時間歩き回ったり、車
を運転したりで楽しかったですが、疲れは 2 日後に出たようで昨晩、タラの芽の肉巻きなど山菜料理をビールと
美味しく頂いたらどっと疲れが出て早々に眠りました。今朝、気づくと壱岐の妹から LINE メッセージや電話がた
くさん入っています。何かと思うと最近連絡がないからもしや知床に行ったのではないかと心配したそうです。 
 報道によると、新しく代変わりした観光船会社の社長が地元の漁師が止めるのを押し切って出航させたそう
で、馬鹿な判断で結婚前の若者をはじめ大事な命が奪われたことが悔やまれてなりません。特に前年にベテラ
ンの船長を辞めさせ、経験のない若手を船長にしたことに憤慨しました。海は気圧の変化で強い突風が吹い
たり大波が起こったり、目まぐるしく状況が変わり、経験が大きくものをいう仕事場です。漁師の親父は何度も
言っていましたが自然を畏れる心をなくした時、人は大きなしっぺ返しを受けます。思い上がらず、見えないも
のへの畏敬の念を忘れないことが人類に与えられた生き残りの知恵だと思います。 
 さて、先週のフードパントリーは商工会議所の青年部の定時総会で参加できる会員が限られる中での開催
でしたが、いつもより多くの菊の会の皆さんや花巻、水沢のボランティアの皆さんの支えで無事開催出来まし
た。鹿討さんがお米を沢山調達してくれたので、今回は 5 ㎏ずつ配れて、利用者から助かる・嬉しいとの声が
多かったです。 
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Hanamaki
Rotary　Club

■出席報告 会 員   33 名 出席者数 15 名 出席規定免除者 7 名 

  第 3273 回例会 出席率  57.6％ 前回修正 65.3％  

※メーキャップ：【敬称略】 

4/20 花巻北 RC 例会：高橋豊君・4/20 北上 3RC 合同観桜会：佐々木史昭君 
4/21 ぬくまる FP：橋川秀治君・三田望君・浅沼幸二君・阿部一郎君・鹿討康弘君・藤村弘之君・市村律君 

■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 

 

【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 

■今後の予定  例会場：ホテルグランシェール花巻 

5 月 17 日 3275 回 クラブフォーラム 【調整中】 
5 月 24 日 3276 回 花巻 RC 奨学生奨学金交付式 
                   担当：奨学生委員会 
5 月 31 日 3277 回 クラブ協議会 年間事業報告 

会長・幹事・副会長・副幹事・大委員長 

“Rotary Owns The Community”  Paul Percy Harris  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3273 回 例会概要    クラブフォーラム 地区大会ご報告  担当：橋川会長・藤原幹事 
地区大会お弁当「宮城県誕生 150 周年記念弁当」みやぎ御膳➡ 

★橋川会長 
ガバナー特別賞「」ぬくまる食堂事業」と RLI 参加クラブ賞を授与 

されましたので、記念の盾を代表者へお渡しします 
 そのほかは先週の会長の時間で話したので割愛します。 
★藤原幹事 
 佐々木ガバナー補佐・橋川会長と一緒に参加してきました。土曜日は 
ウェスティンホテルでの晩餐会。美味しい料理でした。同テーブルでの旧知方との 
出会いに驚きました。その後、街へ繰り出し楽しいひと時。宿泊ホテルへ一旦戻りま 
したが、物足りないという事で、近くの開いているお店へ・・・。寒かったので日本酒で 
温めてちょうどいい具合でホテルへ戻り、次の日は佐々木ガバナー補佐の案内で、 
桜を観に近くの公園へ。 
花巻 3 クラブの皆様が乗ったバスとすれ違ったのにも気づかず桜を観ておりました。 
★阿部一郎君 
 残念ながら参加人数少なめの大会でした。大懇親会もないと寂しい感じがします。また、 
帰りのバス車内での飲食も少なく、残念な感じです。次年度の地区大会盛岡大会は賑やかに 
開催され交流ができることを期待しております。 
★藤田勝敏君 
 次年度 地区大会のお話がありましたが、会長職にも関わらず、他仕事上の親睦団体の 
行事出張(しかも会長職)の為、本会議が不参加になってしまいそうです。調整をしてみますが、 
何卒宜しくお願い致します。 
※【右】活動報告パネル？の前で記念撮影・・・・・予想と大きく違う展示の仕方に困惑。 

全く目立たない。持って行った「ぬくまる応援ソング CD」もそのまま持ち帰り・・・。 
 

青少年奉仕月間 
(Youth Services Month) 

5 月は、若い人々の育成を支援するすべてのロータ
リー活動に焦点を当てる「青少年奉仕月間」であ
る。ロータリークラブは、この月間中、クラブのニ
ュースレターやその他の広報資料に「各ロータリア
ンは青少年の模範」のスローガンを利用するよう奨
励されている。 

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   あと少し 

★本日の Menu★ 

ホテルグランシェール花巻 

三色海鮮丼 

■3273 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】先日はコロナワクチン接種副反応の為、フードパ

ントリー欠席となり大変申し訳ございませんでした。お陰様で完

全に体調は回復しました。 

【高橋豊君】先週の観桜会は、タイミング的にも良い日程で楽し

い夜例会でした。乾杯の音頭も久しぶりで、早く普通の生活に

もどりたいものです。典克先生は還暦おめでとうございました。近

所ですが、久しぶりの出会いで嬉しく思いました。 

【三田望君】地区大会御参加の皆様、ごくろう様でした。行く気

満々でしたが諸事情で断念しました。橋川会長の B.B 提案歓

迎です。ぜひ皆さんと盛り上がりたいと思います。ぬくまるも更に

輪が広がっていけばいいですね。 

【稲田典之君】先日は楽しい観桜会をありがとうございました。 

【阿部一郎君】阿部家の庭は、桜が散り終わり、カイドウのピン

クの花が咲き始め、ヤマブキの黄色の花が満開となっています。

春本番、ゴールデンウィークは犬をつれて宿りに行こうかと思って

います。 

【立花徳久君】地区大会は久しぶりに出席し桜も満開、講演も

楽しく聞かせていただきました。先週はアルフィーのコンサートを観

に行きました。おばさまパワーに圧倒されました。ちなみにアルフィ

ーファンをアル中と言うそうです。 

【藤村弘之君】ゴールデンウィーク間近、コロナに注意しながら過

ごします。仙台の森の市場で 

ウニ丼かな！そういえば、 

ぬくまる、20 年期限のウーロン茶 

出しました。気を付けよう！！ 
 
 

5月 行事/事業予定 
5 月 15 日(日) 第二分区 IM 親善コンペ 北上 CC 
5 月 19 日(木) 平塚 RC 65 周年記念式典 
5 月 25 日(水) ぬくまるフードパントリー 
5 月 28 日(土) 花巻北 RC 50 周年記念式典 
5 月 29 日(日) RI 第 2520 地区研修・協議会 盛岡 

 

 
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 

この協力者の皆さんに感謝の意を込めて梅雨に入る前に BBQ を開催したいこと、そして鳥谷崎神社でコロナ退散を祈祷する参拝
例会の開催を次回理事会に諮りたいと思います。ゴールデンウイークを楽しく過ごしてまた 9 日に元気に再会致しましょう。ありがとう
ございました。 

 

5 月 慶 祝  《敬称略》 

会員誕生： 佐々木史昭・吉田和洋 
在 籍  年：なし       夫人誕生：三田香子(望) 
結婚記念：佐藤良介・敦子/谷村繁・るり子/藤村弘之・優子 

        三田望・香子/滝田吉郎・和子/稲田典之・久美 

        立花徳久・真紀子/阿部一郎・秀子 

mailto:hrc@hanamaki-cci.or.jp

