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5月 24日 第 3276回例会  
 

月間テーマ：青少年奉仕  

 

■幹事報告  
・ハイライトよねやま vol/266 送付 

(公財)ロータリー米山記念奨学会様 
・地区大会パンフレット正誤表  ガバナー事務所様 

・プロジェクトマッピングのご案内 
(株)ユナイテッド様 

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 3275 回 5 月 17 日 会長の時間                       橋川会長 
皆様こんにちは、15 日(日)は 2 月開催予定だった第２分区の IM がコロナの 

影響で中止になり、折角の親睦の機会をなくしたくないと第 2 分区会長幹事会で 
決定した『RI2520 地区第 2 分区 2021-2022 年度 IM 懇親コンペ』が開催され、 
７クラブ 33 名が参加しました。優勝者からは「今までの活動の中で一番楽しかった。 
毎年 IM でゴルフコンペをやっても良いのではないか」との挨拶もあり、お天気にも恵まれ 
参加各組で楽しく懇親出来 
ました。また、単に楽しいだけでなく「ウクライナ支援チャリティ・コンペ」としてはどうかとの 
意見があったそうで、OB やバンカー、池、4 パット以上のたびに加算して自己申告での 
寄付のほか、自由な募金も集め、北上市在住のウクライナ出身者ナターリアさんに例会で贈呈してウクライナ
支援に充てて戴く企画も追加され有意義なコンペとなりました。因みに私も久々のゴルフでたくさん球をなくし
て、たくさん寄付をさせて戴きました。私の組は水沢東 RC の渡辺健幹事と花巻南 RC の吉田栄子さんでし
たが、強風の中でも安定のゴルフで 93 と 95 で回られました。一方、私は始めの 2 ホールを 10 打ずつと荒
れたスタート。しかし、常に優しい雰囲気の 2 人に見守られて落ち着きを取り戻し、パーを取ったり、タラの芽や
コシアブラの木を見つけて山菜談義をしたりして 117 打で収まり、おまけに何故かニアピン賞のおまけまでつくラ
ッキー日となりました。因みに藤田エレクトもニアピン賞を獲得されています。クラブ対抗戦は 7 クラブ中 5 位と
なり、花巻北 RC 協賛の広田湾のわかめ入りのカップ麺をチョイスし花巻 RC 参加 7 名で分けました。余りは
ぬくまるフードパントリーに供出致します。パントリーと言えば、弊社の災害備蓄のわかめご飯の賞味期限が 8
月に切れるので 6 月のパントリーに持ち込もうと思います。夏休みに子ども達だけで食べられますし、味は試食
したので保証いたします。 
 さて、この数日ロータリーにとって悲しいニュースが流れています。関西の A ロータリークラブで緊急事態宣言
下の昨年 9 月、45 歳から 71 歳のロータリアン 4 人が別荘で酒宴を開催し、コンパニオン 2 名に恥ずべき行
為を行い、強制わいせつ罪で逮捕されました。61 歳以上の 3 人は会長経験者ということも非難の的になって
おり、ネットニュースのコメント欄にはロータリーについてほとんどご存じないであろうと思われる方々からロータリー
を中傷するコメントが並んでいましたし、関係者と思われる方からの嘆きの言葉も見受けられました。信じられ
ない思いで残念でなりません。折角、先人先達が積み上げてきたロータリーの名誉も分別のない軽率な行為
でいともたやすく汚されます。当クラブでは起こり得ないことであることは重々承知しておりますが、万が一にも酒
に飲まれて後悔することのないように他山の石として自らを律していかねばと感じました。 
 さて、本日は自由な近況報告の時間としています。皆様から色んなお話を聞かせて頂くためにここで会長の
時間を終わりたいと思います。ありがとうございました。 
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■出席報告 会 員   33 名 出席者数 11 名 出席規定免除者 7 名 

  第 3275 回例会 出席率  44.0％ 前回修正 68.0％  

※メーキャップ：5/10(火)IM 打合せ 佐々木史昭君 

5/15(日)第 2 分区 IM ゴルフコンペ 北上 cc 幹事：北上和賀 RC 

橋川秀治君・佐々木史昭君・藤田勝敏君・稲田典之君・谷村繫君・吉田和洋君・地蔵堂友信君 

■本日のゲスト 岩手県立花巻北高高等学校 

須川校長先生/2 年:Ｏさん/1 年:Ａさん 
(3 年Ｍさんは模試中の為欠席) 

■本日のプログラム      例会進行：会場監督 
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『四つのテスト』 
S:佐々木史昭君 

■今後の予定  例会場：ホテルグランシェール花巻 

5 月 25 日 第 26 回 ぬくまるフードパントリー 
5 月 31 日 3277 回 クラブ協議会(1) 

年間事業報告 役員 
6 月  7 日 3278 回 慶祝・クラブ協議会(2)委員 
6 月 14 日 3279 回 クラブ協議会 新年度計画 
6 月 21 日 3280 回 最終移動夜例会 引継会 

菊の会合同【会場検討中】 

【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 Owns The Community”  

 

2021-22花巻ロータリークラブ会報 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■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】第 2 分区ＩＭゴルフコンペではウクライナ募金として、ＯＢ、バ

ンカー、池ポチャの度に 200 円を自己申告で募金しましたが、私は 8 回分です

が 2,000 円を募金しました。するとＯＢの多い人に賞が出て、山の木ぶどうジュ

ースとジャムを頂きました。 

【藤原喜子君】今日は、皆様ご出席ありがとうございます     ＩＭゴルフコンペ参

加の皆さま、大変お疲れ様♡でした。幹事なのに、不参加で申し訳ありません 

【藤田勝敏君】今日は、岩手県高圧ガス保安協会理事会への出席の為、例

会欠席となります。吉田さんも欠席に付、藤原幹事、写真撮影、宜しくお願い

致します。 

【藤田弘之君】コロナより復帰。30 日の昼発熱、2 日間。5 日目には陰性に

なってましたが、会社復帰は 11 日からでしたが、行動は日曜からにしました。本

日から飲み会です。 

【谷村繁君】2022 年 5 月 15 日、ロータリーコンペに初参加。思いがけない

佐々木ガバナー補佐からのお誘いと、花巻クラブ皆さんのご心配と、藤田プロに

よる親切なリード、ありがとうございました。12 の大叩き後、何とか帰還し豪華賞

品（フルーツ詰合せ）をいただきました。デビュー記念に新製品Ｘをお持ち帰り

いただきます。結婚記念日祝いのケーキありがとうございます。次回はあの洋梨

のタルトがカンバックするかもしれませんね。 

【稲田典之君】第 2 分区ＩＭ懇親ゴルフコンペに参加させて頂き、大いに楽し

んできました。担当の佐々木ガバナー補佐お疲れ様でした。 

【佐々木史昭君】先週日曜日、第 2 分区インターシティミーティング懇親ゴルフ

コンペが 8 組 33 名の参加の元、快晴にも恵まれ、大盛況に開催されました。

水沢東ロータリークラブの提案を丸のみし、ウクライナ支援チャリティとして開催

し、5 万円を超える支援金を集めることが出来ました。主管頂いた北上和賀Ｒ

Ｃの例会で、ウクライナ関係者に直接、贈呈する予定です。 

【立花徳久君】結婚祝のケーキ美味しくいただきました。先週は業界の集まりで

欠席しました。来週も欠席になります。 

【阿部一郎君】当社従業員 1 名陽性者が出ましたが今週より出社出来ていま

す。他の従業員への感染はまったく無く一安心です。介護職員の奥さんからの

感染でした。どこから来るか分かりませんので充分に気を付けたいと思います。 

 

 

第 3275 回 例会概要     慶祝者スピーチ 

★結婚記念日：立花徳久君（30 日） 

先週、東京で業界会議で国土交通省の部長がＭaaS 

(マース)と言う従来の交通手段・サービスに自動運転や 

AI などのテクノロジーを掛け合わせた次世代交通サービ 

スの話をされ面白かったが、こちらでは難しいかなと。弊社 

でコロナ患者の送迎をしているが最初は富士大生で自力で病院に行けない子

達の為に医師会と話して一台用意したものの、乗務員全員に断られ、息子が

送迎をしています。また、非常に困っているのが、まだ自分がコロナかどうか分から

ない状況でタクシーを呼んだ後に陽性が分かるケースです。送って行った乗務員

は、１時間かけて車の消毒をし、自身も２日くらい待機になる。こんな事があっ

てから、市のコロナ対策の人や保健所と話し合い、コロナの送迎を保健所と契約

可否の検討に入っています(盛岡ではヒノヤタクシーと平和タクシーが契約)。コロ

ナ陽性タクシーはジャンボタクシーの利用で検査の間も料金かかり 1 万数千〜

2 万弱で個人負担が大きく始めから保健所を通せば保健所設定の金額なので

広報も必要だと思う。話変わって一昨日の夜、従兄弟に誘われて東京の新丸

ビルの人生初のタイ料理の高級店(タイの商務省推薦店で 6〜7 品のコース料

理しか無く、タイ料理なのに 11,000 円)に行き、私の人生の中で 1 番美味し

いトムヤムクンを飲みました‼️雰囲気も良く、息子と 2 人ご馳走になりました。 

★結婚記念日：稲田典之君（16 日） 

一足先に会からお祝いのケーキを頂きまして有難うござい 

ました。会長さんの話で参拝例会を是非したいとの話も 

有難うございます。楽しみにしております‼️史昭さん、九 

州の霧島神宮ですね。私も調べたら 40 年前に御参り 

していて懐かしいなぁと思っている所でした。霧島神宮の 

名誉宮司は北上の高橋こうへいさんでして、凄いご縁だなと思ってるところです。

普段は妻と 2 人きりの生活が、毎日続いておりますが妻は毎朝ウォーキングを 4

時頃エネルギーを消化して、しっかり又、取り込んでおりますので、あまり体型は

変わらないなぁと思っております。第 2 分区の IM 親睦ゴルフも楽しんで３ケタを

たたいてきました。今年初めての割には、たらればですけど、あれがなかったら、こ

れがなかったらと、多分、凄く、良いスコアだったという、当たり前の話をしていま

す。有難うございました。 

 

第 26 回ぬくまるフードパントリー 
会場：花巻市総合福祉センター 
準備仕分：14：30〜 
配布   ：17：00〜19：00 

※ご都合の良い時間でお手伝いをお願い致します。 

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 

和食定食（天ぷらお刺身等） 

 

 
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 

→慶祝者スピーチの続き 

★結婚記念日：藤村弘之君（１日） 

色々期待が感じられますが、近況報告として、コロナ禍で、 

会員本人がコロナを経験した話をしたら良いのかなぁと思い 

ます。イベルメクチンは飲んでおりましたが皆さん気をつけて 

下さいね。コロナは、突然、何処で拾って来るか分からない⁉️  

簡単に言いますと、4 月 29 日に仙台の杜の市場でウニ丼を食べ、30 日お昼

食べた後、そのまま 38〜39 度の熱で２日寝込みました。その後、ウチの奥さ

んも感染したので、発熱外来に行き調べたら陽性。私は、普段からイベルメク

チン飲んでた関係で酷くならず、これくらいの症状で 10 日間、自宅待機に違

和感でしたが、真面目な私は、その後、出勤開始した後も、陰性になっても陽

性から２週間目までは、なるべく外に出ないようにしてました。ワクチン打って１

〜2 日高熱が出た。私はコロナにかかって１〜2 日高熱が出た。ワクチン接種

と一緒だと思いました。どうぞ、お気をつけ下さい。 

■会員近況報告（慶祝者スピーチ兼ねて）                                 
★谷村繁君 

結婚記念日祝いは妻の希望によりステーキハウスで行 

いました。フードパントリーへの協力参加は妻の自発的 

なものです。いつでも最終決定権は妻に、を心掛けて 

います。ＩＭコンペには、多様性を尊重するとロータリー 

ということで、シニアとして初参加させていただきました。ありがとうございました。 

 

■委員会報告                                   
★谷村繁君（雑誌広報委員会） 

『ハイライト米山』の２６５号には、奨学生の国別円グラフが掲載されており、

中国が最大のシェアを誇っています。時世柄、円グラフの構成推移、中国４

１．８％の中身等についてもう少し詳しく教えていただきたいと思います。 

★佐々木史昭ガバナー補佐 

先週の日曜日にガバナー補佐 IM のゴルフコンペが開催されました。私は責任

者として北上和賀RC さんにほとんどやって頂いたんですが大盛況で開催されま

した。本当に良かったと思っております。次年度に岩谷堂さんに上手く引き継ぐ

ようにとお話しできたこともよかったと思います。水沢東 RC さんからウクライナ支

援のチャリティーコンペにとの提案がありましたのでそれも取り入れたところ５万

数千円が集まりました。花巻からも 7 名の参加を頂きまして楽しく過ごすことが

できましたことを御礼申し上げます。 

★鹿討康弘君（ぬくまる食堂実行委員会） 

25 日来週ぬくまるです。久しぶりに 60 世帯超えの 61 世帯。また新規 5

名。盛岡や奥州市からの市外からの申し込みもございます。グルージャさんが、

その日はホームの試合があって参加できないということで、福田パンとマーマフー

ズさんの支援品はなしということを報告申し上げます。 
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