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May 

5月 31日 第 3277回例会  
 

月間テーマ：青少年奉仕  

 

■幹事報告  
・「戦争を無くそう」10 万人請願書名・案内書〔NPO 法人 和む様〕 

・花巻市防犯協会令和 4 年度通常総会書面議決の 
結果について      〔花巻市防犯協会 会長 上田東一様〕 
・令和 4 年度花巻市市民憲章推進協議会総会資料の
送付について〔花巻市市民憲章推進協議会 会長 三田望様〕 

・令和４年度花巻市友好都市交流委員会総会の書面決
議結果報告について 

〔花巻市友好都市交流委員会 会長 佐藤良介様〕 
・令和 4 年度花巻市勤労青少年ホーム運営協力会定期
総会議案承認、および会費納入について（お願い） 

〔花巻市勤労青少年ホーム運営協力会 会長 藤沼弘文様〕 

 

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 3276 回 5 月 24 日 会長の時間                       橋川会長 
いつもはマスクを取ってお話をしていますが、しっかり黙食をされている奨学生の皆様の 

姿に須川校長先生はじめ、花巻北高校の先生方のご指導とお心遣いを感じました 
ので、敬意を表して今日はマスクを着けてお話します。 

本日、春の高校野球県大会で花巻東が快勝し、今週末久慈高校と決勝進出を 
かけて対戦することになりました。地元の高校として是非、頑張って欲しいと思います。 

さて、先週木曜日は友好クラブ平塚 RC の 65 周年記念例会に招かれて、平塚の 
グランドホテル神奈中平塚に三田大委員長と 2 人で参加して来ました。会場で受付を 
すると前回の来花時のわんこそば大会の話に花が咲き、会長より「わんこそばの人」と 
呼ばれた方が嬉しく感じる自分がいました。開始前に直前会長で現ガバナー補佐の 
鳥山優子様に「花巻 RC の皆様へ」と題したビデオメッセージへの御礼を伝え、例会で 
花巻のメンバーで一緒に観て大変感動したことをお伝えしたところ、どのように感じられたか 
気になっておられたそうで、ホッと安心されたご様子でした。 
 記念例会は 2019-20 年度の会長幹事コンビで清水裕実行委員長と森誠二副実行委員長が企画さ
れ、2 月から 5 月に延期になって大変ご苦労をされたそうですが、77 名の参加者にはウクライナ支援のポケッ
トチーフを配布し、検温、消毒、アクリル板と徹底した感染対策のもと、四つのテストやロータリーソングも心で
唱え万全の態勢で行われました。 
 会の冒頭に「会員の皆様のお手元に配布してあるのは友好クラブ花巻 RC からのお土産のお漬物です」とア
ナウンスがあり、大きな拍手が沸き起こりました。この青南蛮胡瓜みそは藤原幹事が調達してくれたものでした
が、早速、平塚 RC からお返しのチーズケーキが届いておりますので、お持ち帰り下さい。 

さて、皆様からアドリブでとお題を戴きました祝辞ですが、平塚氏の落合市長、田島ガバナー、横浜 RC 吉
永会長と立派なご挨拶が続いた後でどうしようかと思いましたが、後の祭り、わんこそばの話から入って、平塚
RC と花巻 RC の友好関係、2015 年に入会 3 か月後に初メイキャップが平塚 RC3000 回例会で活発な
活動に感動して、自クラブの例会にもなるべく参加しようと思わせて頂いた御礼、そして友好クラブ 40 周年が
花巻 RC 創立 70 周年にあたる 2024 年に大歓迎いたしますというお話をして参りました。温かい拍手と三
田さんからも元気で良い挨拶だったとのお言葉を戴いてほっとしました。 

最後に一つ、コロナが落ち着いて来たかと思うと、サル痘という天然痘に似た感染症が話題になっています
が、致死率も感染力も低く、不思議なのですが、イベルメクチンが効くとの報告も上がっています。あまり心配し
ないで参りましょう。 

さて、本日は花巻 RC の事業の中でも大事な花巻 RC 奨学生の授与式です。須川校長先生からは花巻
北高校の現在のトピックをお話頂きたいですし、奨学生の皆様には将来の夢など色んなお話し頂くためにここ
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 3276 回例会 出席率  45.8％ 前回修正 66.6％  

※メーキャップ： 

5/19 平塚ロータリークラブ創立 65 周年記念式典  橋川秀治君・三田望君 

 

■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』 
F:藤村弘之君 

【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 

 

■今後の予定  例会場：ホテルグランシェール花巻 

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】 

6 月 28 日 年度切替休会(定款第 6 条) 

〜次年度準備〜 

“Rotary Owns The Community”  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3276 回 例会概要   奨学金交付式   
奨学生委員会：阿部一郎委員長 

本日は須川校長先生はじめ 2 名の小学生の方に 
例会に参加いただいております。お一方は平日 
模試の為欠席です。元気で頑張っているようです。 
須川校長先生は本年 4 月の赴任です。 
よろしくお願いいたします。 
岩手県立花巻北高等学校(4 月着任) 
須川和紀校長先生：紫波町出身です。 
4 月に赴任しました。紫波町紫波 3 中出身です。 
他校に先駆け中学校訪問を開始しました。 
『花高 100 年学びの改革』として“100 年生きる 
君たちのが、花高 100 年の学びを創る“をキャッチ 
フレーズで 100 周年に向けスタートしました。 
素晴らしい生徒たちで、立派に所作をしてくれて、 
頼もしい限りです。トピックスとしては、来年の冬に 
宇宙 PJ として人工衛星を上げる予定です。 
4 月 26 日に全校生徒・職員でプレゼンし採用されました。 
夢のある企画をいただき、ワクワクしています。 
奨学生を毎年お世話になり、生徒たちにとってはありがたい事だ
と感謝しております。とても素敵な生徒たちです。よろしくお願い
いたします。 
1 年：A さん 
支援をしていただきありがとうございます。私は高校生活に大き
な期待を胸に花高へ入学しました。友達をたくさん作り、この時
しか経験できない勉強漬や部活付の日々を楽しみたいです。
不安もありますが、皆様の支援をいただき感謝しています。将来
は学校の先生を目指してますが、子どもが好きなのでそちらの方
向へ進むかもしれません。部活はバドミントン部で、先輩たちを
目標に成長した姿を見せたいです。ご支援をいただき、勉強・部
活と両立させられるよう頑張ります。ありがとうございました。 
2 年：O さん 
奨学生として迎えられ感謝しています。安心して高校生活が送
れているのは先生方や花巻 RC さんのおかげです。部活と勉強
が両立できる充実した年にしたいです。2 年生はいろんなことに
挑戦できる時間があると思っていますので、今まで以上に取り組
みたいです。卒業後は看護師となり人々の力になれるよう、今
から頑張っていきます。よろしくお願いいたします。 
※3 年 M さんは模試の為欠席 

お二方より感謝の言葉と力強い夢をお話いただきました。 
夢の実現に向け 
高校生活を楽しみ 
ながら頑張ってほしい 
ものです。 

 
■申込世帯数：60 世帯 

（新規 3 世帯）※1 世帯キャンセル 

■参加者：会員 9 名 ・ 菊の会 6 名 

■お手伝い様：社協様 4 名 

■ボランティア様：５名 

（島様・高橋様・阿部様・坊迫様・ウノーインダストリー井上様） 

■ご寄付・ご協力社様 

生協様・中央水産様・やまそう様・JA いわて花巻様・むすびえ

様・インクルいわて様・ファミマ鍋倉店様・コープ花巻アウル様 

焼肉冷麺ヤマト様・子供の居場所ネットワーク様・花巻工業ク

ラブ様・岩手雪運様・エヌワイエス様・モランボン様・美多加堂様 

石黒農場様・宗青寺様・小原電気様・㈱小山製麺様 

〜心あたたまるご協力に感謝いたします〜 

【藤田勝敏君】 

月、火と山形出張で先程、戻ってきました。今週の木、金と福

島いわき市へ出張予定です。コロナと経済の両立に向けて世

の中が走り出した感がします。 

【吉田和洋君】 

3 名の奨学生の皆さん、自分の目標に向かい頑張って下さ

い。藤原幹事ご夫婦で会報の編集ありがとうございました。素

晴らしい連携プレーですね！仕上がりもばっちり。又、お願いし

ようかな 
 

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  “End 2021-22Bulletin Now!” 

★本日の Menu★ 

 

中国料理 
〜牛肉と野菜の 

ピリみそ炒め他〜 
 

■3276 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】 

須川校長先生、O さん、A さん、ようこそ 

花巻ＲＣの例会にいらして頂き、ありがとうござい 

ます。模試で今日来れなかったＭさんも剣道で 

活躍されていると聞きました。皆様のこれからの 

人生が充実したものになりますことを祈っています。 

【阿部一郎君】 

本日は、花巻北高より須川校長先生、奨学生として 1 年 A 

さん、2 年 O さんに参加頂き、ありがとうございました。3 年Ｍさ

んは、模試のため残念ながら参加できませんでしたが、皆様の今

後の活躍を祈念します。花巻北高 45 期卒業生、谷川緑野

（ロクヤ）さんが、ＮＨＫプロフェッショナル仕事の流儀で、脳

神経外科医のスーパードクターとして放映されます。27日22：

00 からの放送ですので、見てみて下さい。 
 

 

 
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 

今日まで道の駅 西南へ 
旅してます  6 月より再び 

いわて花巻空港でお会いしましょう 

ご紹介  佐藤良介会員より 
5/27 夜 10 時 NHK プロフェッショナル にて、『極北のラ
ストサムライ 脳神経外科医 谷川緑野』が放送されます。
谷川緑野さん(60)は、花巻中学校/花巻北高校の卒業
生です。是非ご覧ください と、ご紹介がありました。 
 

第 26 回ぬくまるフードパントリー実施報告(簡易版) 
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