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May 

5月 17日 第 3275回例会  
 

月間テーマ：青少年奉仕  

 

■幹事報告  
・第 2 分区花北地区新旧会長・幹事引継会の
ご案内         【RI 第 2520 地区第 2 分区    

2021-22 年度ガバナー補佐 佐々木史昭様 

2022-23 年度ガバナー補佐 菅原忠勝様】 

・2022 年 5 月国際ロータリー為替レート  
1 ドル＝130 円 【ガバナー事務所様】 

・花巻市防犯協会令和 4 年度通常総会開催
（書面議決）について 

【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 3274 回 5 月 7 日 会長の時間                       橋川会長 
皆様こんにちは、今年の GW はいかがでしたか。私はせっかくの長期休暇なので初日はゆっくりして  

鳥谷崎神社の神楽奉納を観に行こうと家内と話していたのですが、27 日に青森キノコ友の会の師匠か
ら「GW に青森で山菜採りたいなら直ぐ来ないともう伸びてしまってるよ」と電話があり、GW 初日も早起
きして雨の中高速を飛ばしました。その結果、大量のタラの芽、コシアブラ、コゴミ、ウド、行者ニンニク、ボ
ンナ、アザミ、葉ワサビなどどう考えても 2 人暮らしでは食べきれないほどの収穫となって、鹿討会場監督に
は先の例会で青森で山菜として食べている「あざみ」をお届けすると約束していたので、ご相談して貰って
頂き、Facebook にも投稿していただきました。            喜んで頂けたようで嬉しかったです。 

多分、来年も同じ状況になると思いますので                    ご希望の方は GW 前
にお声掛け頂ければお届け出来ると思います。 

 
さて、大変悦ばしいことがありました。 

4 月 29 日に令和 4 年の春の叙勲受章者の              発表があり、我が花巻 RC の    
佐藤良介君が旭日双光章を受賞されました。             大変誇らしい事であり、心よりお祝
いしたいと思います。大変おめでとうございます。             伝達式は 24 日に開催との事で
すので、もし宜しければどこかでお披露目頂ければ             幸いです。 

さて、本日は慶祝も多いので、先程開催された           理事会のお話をして終わります。 
今後のプログラムでは鳥谷崎神社参拝例会ですが、        今後のプログラムを確認すると、来週
以外はすべて決まっていて、移動例会向きではない        内容でした。調べもせずに思い付きで
喋ってすみません。理事会では来年度に実施しようとなりました。 藤田エレクト、すみませんが宜しくお願
い致します。 

また、6 月 21 日の最終例会の会場についてはホテル花城さんが今日からレストラン営業もされている
との話もあり、グランシェールさんにするか会長幹事で検討することになりました。そして、BBQ ではなく、最
終例会にぬくまるフードパントリーのボランティアや社協さんにご招待する方向で打診してみます。 

来週 19 日は平塚 RC の 65 周年記念例会に参加してきます。3 分間でスピーチを終えれるように
練習しておきたいと思います。 
 後で奨学生委員会から報告があると思いますが、花巻 RC 奨学生の選考も無事終わりました。例会
の中でも高校生の未来を応援して素敵な時間が体験できる花巻 RC の誇るべき事業だと思います。 

今週末の IM ゴルフ大会は 10 組 37 名で親睦を深めます。来週は会員近況報告としていますので
参加した方もしない方も是非近況をお聞かせください。 
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■出席報告 会 員   33 名 出席者数 15 名 出席規定免除者 7 名 

  第 3274 回例会 出席率  55.5％ 前回修正 66.6％  

※メーキャップ：なし 

※稲田出席委員長コメント：20 名の出席を目指し、皆様のお声がけを是非ともお願いします。 

■本日のゲスト  なし 

 

■本日のプログラム      例会進行：会場監督 

会長 

会場監督 

 

親睦委員会 

 

会長 
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『四つのテスト』 
A:阿部一郎君 

■今後の予定  

5 月 24 日 3276 回 県立花巻北高等学校 
花巻 RC 奨学生奨学金交付式 

5 月 31 日 3277 回 クラブ協議会(1) 事業報告 
6 月  7 日 3278 回 慶祝・クラブ協議会(2) 
 
 

【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 

2021-22花巻ロータリークラブ会報 

“Rotary Owns The Community”  

 

 

■委員会報告  花巻 RC 奨学生委員会 
花巻北高校より推薦された生徒さんが決まり理事
会承認となりましたので、次週交付式を行います 

委員長：阿部一郎君 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

4 月 21 日ぬくまるフードパントリー事業報告 
申込世帯：54 世帯(新規 1 世帯)・当日 51 世帯 

【対象：ひとり親世帯・多子世帯・コロナ禍困窮世帯】 

スタッフ：会員 7 名/菊の会 8 名/社協 5 名/ボランティア 6 名 

(グルージャ盛岡小大福様・阿部様・岡田様・ぬくまるボランティア 2

名・他 1 名) 

【今回の支援者様】 あたたかいご支援ご協力に感謝いたします 

・生協様・美多加堂様・中央水産花巻様・やまそう様・JA いわて花

巻様・モランボン様・インクルいわて様・ファミマ鍋倉店様・岩手雪運

様・焼肉冷麺ヤマト様・エヌワイエス様・グルージャ盛岡様・コープ花

巻アウル様・むすびえ様・子供の居場所ネットワーク様・福田パン様 

・石黒農場様・マーマフーズ様・めし屋タカハシ様 

他沢山の個人・企業の匿名の皆様に支えられ運営できております 

この度、佐藤良介会員(花巻商工会議所副会頭)が、 
春の叙勲において旭日双光章の栄を受けられまし
た。誠におめでとうございます。 
高橋豊会員(花巻商工会議所会頭)他会員の皆様からニ
コニコボックス等で祝意が述べられました。 
ご健康に留意され益々のご活躍を御祈念申し上げ
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 あとすこし・・・ 

★本日の Menu★ 
ホテルグランシェール花巻 

 

白金豚ハンバーグ 
 

オニオンソース 
 

■3275 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】本日は慶祝たくさんの例会の上に佐藤良介さ

んの旭日双光章の受章もあり、喜びいっぱいでした。心よりお慶

び申し上げます。 

【藤原喜子君】本日も沢山の皆さんの御参加ありがとうございま

す。商工会議所副会頭でもあられます佐藤良介ロータリー財団

委員長、この度は春の叙勲、旭日双光章受章誠におめでとう

ございます      ！！勲章ゼヒ見せて下さいね。 

【藤田勝敏君】5/15(日)第 2 分区ＩＭゴルフコンペみんなで

頑張りましょう！当クラブからは総勢 7 名が参加します。 

【高橋豊君】春の叙勲に於いて佐藤良介さんは旭日双光章を

受章されました。まことにおめでとうございます。健康に留意され、

益々のご活躍を祈念致します。 

【三田望君】妻の誕生祝並びに結婚祝ダブルでありがとうござい

ました。結婚 51 年目を迎えました。皆様の誕生祝の年令を聞

いておりましたら、やや近い位で今更ながら馬令（字違い）を

重ねて来た事を恥じております。 

【佐藤良介君】春の叙勲において旭日双光章受章の栄に浴

し、光栄に存じております。これも偏に長年にわたりお支え頂い

た皆様のご支援ご指導の賜と心より感謝申し上げます。これか

らも人と人のつながりを大切にして、日々歩んで行きたいと思い

ますので、よろしくお願い致します。5 月 1 日 39 回目の結婚

記念日を迎えました。結婚祝ありがとうございました。 

【稲田典之君】結婚記念祝いありがとうございます。あっという間

の 37 周年、これまでに感謝しながら、これからも頑張って行きた

いと思います。 

【佐々木史昭君】連休前の岩手県溶接協会の理事会におい

て、3 月に行われた岩手県溶接技術競技会の結果が承認さ

れました。アーク溶接の部半自動溶接の部の両部門で、弊社

社員が優勝いたしました。これで少なくともどちらかの部門で 10

年続けて、岩手県代表の座を勝ち取ることになりました。大変

誇らしく、会社を挙げてお祝いしたいと思います。 

【阿部一郎君】結婚祝ありがとうございます。無事、35 年を迎

える事が出来ました。あと何年続くのかな？なるべく続くように我

慢するつもりです。 

【吉田和洋君】誕生日祝いありがとうございます。58 才になって

しまいます。（21 日）還暦は他人事と思っておりましたが、どん

どん迫ってきます。 

 
 

 

 
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 

道の駅 西南へ 
旅してます  5 月まで 

友好クラブ 平塚ロータリークラブ様 
65 周年記念式典が5月 19 日に開催されます。 
当クラブからは橋川会長・三田大委員長が出席し祝意
を表して参ります。平塚ロータリークラブ様の益々の
ご発展を御祈念申し上げます。 
これからも交流を重ね親睦を深めて参り 

ましょう。     ➡平塚 RCホームページQR 
誠におめでとうございます。 

【鹿討康弘君】佐藤副会頭、春の叙勲、旭日双光章、おめ

でとうございます。ＧＷに家族で志戸平に泊まり、温泉につか

りながら孫から「どうしてジジは髪がないの？」と聞かれ「伸びてく

る前にそっているんだよ」と説明しました。証明するために現在、

そらずに伸ばしています。 

【市村律君】息子夫婦の結婚式・披露宴を 5 月 4 日、盛岡

南イオン近くのノートルダムで無事に執り行いました。出席者は

108 名で、東京方面を含む若者が多く賑やかなパーティでし

たが、新郎新婦以外はマスク会食を徹底し、コロナ感染もなく

安心しています。 
 

第 3275 回 例会概要  慶祝者スピーチ 

★誕生日：佐々木史昭君(19 日) 
 59 歳になります。連休は夫婦で予め予約しておいた 
花巻 JAL 福岡便、九州新幹線をスムーズに乗り継ぎ 
鹿児島からスタート。以降、特急指宿たまて箱・トヨタ 
レンタカーを利用し、指宿・知覧・霧島、福岡と 4 泊 5 日 
で旅行・散策し、鶏料理や美味しい地元料理、風景 
歴史を満喫してきました。花巻便は 14 時頃発ですが、 
九州新幹線利用で 19 時には鹿児島に着きます。 

★誕生日：吉田和洋君(21 日) 
 58 歳になります。自分の 58 歳は想像できません 
でした。連休始めは長女夫婦が 2 泊 3 日で帰省し、 
外婿と 2 晩自宅茶の間で飲み語りました。昨年東京での結婚式をコ
ロナ禍で延期していたので、今年は開催できるといいなと思っています。
連休後半は妻と安比や北秋田津軽方面へドライブ三昧を楽しみまし
た。次女は大学 3 年目で対面授業開始、帰省できませんでした。 

慶祝・・夫人誕生：三田望君 / 結婚記念：佐藤良介君 三田望君 稲田典之君 阿部一郎君 

mailto:hrc@hanamaki-cci.or.jp

