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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 
ゲスト：花巻北 RC 様  

クラブ協議会(2)委員会活動報告  

慶祝者スピーチ(調整) 

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 

 

Jun 

6月 7日 第 3278回例会 月初め 月間テーマ： ロータリー親睦活動 

 

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 3277 回 5 月 31 日 会長代行副会長の時間                   藤田副会長 
先ずは土曜日の花巻北 RC50 周年記念式典(13 名)、日曜日の 2022-23 年度 RI 第 2520 地区

「2022 年地区研修・協議会」(5 名)にご参加頂いた皆様、大変ご苦労様でした。 
記念式典ではスポンサークラブとして祝辞を述べる予定の橋川会長が木曜日に 

発熱したため大事をとって欠席となり、急遽、副会長の私が祝辞を代読させて 
頂きました。式典では最初に鈴木ガバナー、次に上田花巻市長、最後に私の 
順となりましたが、元来、スピーチや人前で話すこと、目立つことはあまり得意では 
なく好まないので代読ではありましたが久しぶりに緊張しました。 
  また、鈴木ガバナーと上田市長は奉書(たいしょ)風の式辞用紙でスピーチして 
おりましたが、私は橋川会長から頂いたデータを A4 で印刷したままスピーチを行って 
しまい、他クラブの数名からご指導を受け反省しているところであります。3 年後に 70 周年を控えている当
RC にとっても大変参考になりました。お土産は非常に凝った品物でした。 
  日曜日の研修・協議会は会議の内容はともかく、多くの皆様が自家用車での参加のため、駐車場がホテ
ル周辺に分散し駐車場とホテルをバスでのピストン輸送となりました。帰りは渋滞となり臨時駐車場から 4 号
線に合流するまで 20 分近く要し、今後は他会場での開催も検討すべきと感じました。 

2022-23 年度 RI のテーマは「イマジンロータリー」となります。会長のジェニファー・ジョーンズ氏は
「多様性、公平性、インクルージョン（ＤＥＩ）」を最優先し、先ずはリーダー陣がこれを実践していくこ
とを求めております。そして、インクルージョンこそが会員増強のカギとなることを説いています。一方、「第
2520 地区のスローガンは More Service and Friendship(もっと育てよう!奉仕と友情)とな
ります。ちなみに当クラブの 2022-23 年度スローガンは「サステナブルなクラブ実現に向けて！大切な
のは心地よさと配慮」と現実的なスローガンにしようと考えております。詳細な説明は 6 月のクラブ協議
会の新年度事業計画＆年間プログラム計画発表でご説明させて頂きます。 

皆様へのお願いですが、ガバナー公式訪問は花巻北ＲＣ幹事のもと市内 3RC 合同で 8/2(夜例会)開
催予定となっております。ガバナー補佐公式訪問は 7 月後半の例会(単独) 
を予定しております。これを受けて 7 月中旬までに活動計画書の完成を目指します。各報告の提出につきま
しては、特段のご協力をお願いします。 

最後に当クラブの 70 周年ですが、60 周年は 61 代会長伊藤誠一郎氏の年に開催されましたので、70
周年は 71 代会長のもと挙行されることになります。皆さんの協力のもと、素晴らしい式典にしましょう。宜しく
お願い致します。以上をもちまして会長代行の時間を終わります。 
 

District2520

Rotary International

Hanamaki
Rotary　Club

■出席報告 会 員   33 名 出席者数 14 名 出席規定免除者 7 名 

  第 3277 回例会 出席率  53.8％ 前回修正 73.0％  

※メーキャップ：【敬称略】 
5/25 ぬくまるフードパントリー 浅沼幸二・橋川秀治・鹿討康弘・阿部一郎・稲田典之・藤村弘之・市村律・吉田和洋 

5/28 花巻北 RC50 周年記念式典：祝賀会：高橋豊・佐々木史昭・藤田勝敏・藤原喜子・阿部一郎・立花徳久・
佐藤良介・吉田和洋・藤田直之・鹿討康弘・稲田典之・上田穣・藤村弘之  (三田望/橋川秀治) 
5/29 RI 第 2520 地区協議会・研修会：藤田勝敏・三田望・藤村弘之君・阿部一郎 

■本日のゲスト 花巻北ロータリークラブ様 

 

■幹事報告  
・平塚 RC 創立 65 周年記念例会・講演会の御礼 

 平塚 RC 会長 柏手茂様 
・花巻市友好都市交流委員会情報誌「ひと花」 

第 29 号配布について 
花巻市友好都市交流委員会会長 佐藤良介様 

・2022 年 6 月 RI 為替レート 1 ドル 127 円 
 RI 第 2520 地区ガバナー事務所様 

・ロータリー・カード加入のお願い 
 RI 第 2520 地区ガバナー鈴木俊一様 
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【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 

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 【ｸﾞﾗﾝｼｪｰﾙ花巻】 

6 月 23 日 ぬくまるフードパントリー 
6 月 28 日 年度切替休会(定款第 6 条) 

〜次年度準備〜 
7 月 5 日 3281 回 藤田年度第 1 回 理事会・例会 

“Rotary Owns The Community”  

 

2021-22花巻ロータリークラブ会報 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅するピアノ 道の駅はなまき西南 利用状況 
弾いた方 延べ220名 (2022.4.1〜5.31) 
【岩手 188/宮城 13/秋田 5/青森 6/東京 2/群馬
1/愛知 1/福島 1/福岡 2/熊本 1】との報告です。 

6 月 慶 祝   

会員誕生:稲田典之君・晴山正基君 
在 籍  年:高橋典克君(28) 
夫人誕生:鹿討つぐみさん(康弘君) 

結婚記念:高橋豊君・洋子さん 

花巻北ロータリークラブ50周年式典・祝賀会 
2022 年 5月 28日 花巻温泉 

急遽、橋川会長の代行で 
藤田副会長が祝辞を代読、 
スポンサークラブとして 
谷地会長より感謝状が 
贈呈されました。 
祝賀会も盛大に開催。 
素晴らしい周年事業でした。 

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    Last Spart！ 

★本日の Menu★ 
ホテルグランシェール花巻 

和 食 
天ぷら・鮪刺・茶碗蒸し 
メロン他 

■3277 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】土曜日の二次会の皆様から預かったおつりをボ
ックスします。遅くまで大変ご苦労様でした。 
【三田望君】平塚ＲＣの 65 周年に参加させて戴きました。さす
がの平塚も会員の減少と世代交代を感じました。清水前会長
が実行委員長でノー原稿でスピーチしてました。もちろん我が橋
川会長の祝辞はもっと立派でした。落語も堪能してきました。 
【谷村繁君】5 月 29 日、安美錦関の断髪式が両国国技館に
て執り行われました。現役時代、孫娘の瑠南を抱いて縁起物の
写真を撮っていただきました。泣きっぱなしでした。（笑） 
【稲田典之君】先日、夢であった『親子ゴルフ』を叶えることが出
来ました。晴天の下、楽しい時間を過ごさせていただきました。 
【阿部一郎君】5/28 の北ロータリー50 周年、盛大にお祝いす
る事が出来ました。出席された皆様、御苦労様でした。 
【立花徳久君】5/28 の花巻北ＲＣの 50 周年記念式典は
久々の大人数の集いは楽しかったですね。藤田エレクト大変 
ご苦労様でした。 
会長代理素晴らしかった 
ですよ。 
【藤村弘之君】そろそろ、 
今年度も終わりです。 
早いですね。 
今年のロータリーは 
例会、ぬくまるくらいしか 
イメージがないな（笑） 
来期はそうもいかないかな？ 
 
 

 

 
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 

6/1 より花巻空港ターミナルビル
へ帰ってきました  

第 3277 回 例会概要    クラブ協議会(1) 2021-22 活動報告 理事者発表 
■藤原幹事・・昨年度の優秀な藤田幹事からバトンを受け、幹事として、未だ右も左も 
分からない中、７月佐々木ガバナー補佐公式訪問、８月３RC 合同で鈴木ガバナー 
公式訪問あり、とても緊張した事を思い出しました。 
夜例会は７回あり、菊の会の方々やグルージャの皆さん、社協さま、坊迫さん等とも親睦も 
深められました。市内３RC 合同新年会、観桜会にも、お忙しい中、沢山の方に、ご出席 
頂きました。RI 第 2520 地区大会も、楽しく良い思い出です！ 
つい最近の花巻北 RC50 周年式典や RI 地区協議会では、想定外の橋川会長不在の中、 
藤田副会長始め、皆様の存在が、どんなに心強かったかしれません(;_;) 
残り 1 か月、最後の引継ぎをしっかりして、皆様と楽しく一年を締め括りたいと存じます 
■藤田副会長・・クラブ奉仕大委員長 主たる役割は会長が掲げたクラブ奉仕関連の 
諸目標達成に向けサポートすることですが、各委員長、副委員長の皆様方には責任もって 
活動して頂き大変感謝しております。会長が掲げた 6 つの目標のうち、100％出席例会の 
実現は果たせませんでしたが、コロナ化においても多岐分野にわたるゲストをお招きし内容ある 
講和を実現することが出来ました。また、ニコニコボックスも大幅に目標を上回る事ができました。一年間のクラブ奉仕関連の活動を
総括しますと、プログラムに沿った活動をほぼ展開することが出来き、充実した 2021-22 年 
度であったものと認識しております。ご協力頂いた会員の皆様にあらためて感謝致します。 
会員増強委員長 今年度スタート時に 3 名の会員入会が既に確定していたことから、今年度は来年度（2022-23 年度）初
めの 7 月に 3 名の会員入会を実現出来るよう活動してまいりましたが、年度後半の活動が停滞し 2 名の入会確約に止まり反省
しております。年度末に 1 名の退会が確定していることから、先ずは来年度入会予定 2 名の入会を確実なものと致したい。 
■藤村副幹事・・例会や会長・幹事の所作を眺めていました。ニコニコボックス読上げやぬくまる事業の活動が主だったかな。最近
思うのは、どこで誰が頑張っているのか不思議で、もしかして自分が来年と思うと・・・。ましてや 70 周年が自分？今回近くに居なが
ら副幹事として、いろいろ見る事が出来良かったのかなとも。来年を見て頂ければ幸いです。 
■立花社会奉仕大委員長・・コロナ禍の中にあり、ほぼほぼ残念ながら活動的には厳しい 1 年だったかなと。その中で旅するピア
ノ、フードパントリーが鹿討くんのおかげで実施できております。コロナ禍でなければ、バレーボール大会もあったはずです。来年度は、
ただただ普通に活動ができればと祈るばかりです。 
■三田国際奉仕大委員長・・コロナ禍で青少年交換長期・長期とも行われず寂しい限りでしたが、先日米山奨学生学友会へ参
加し久しぶりに国際感に触れられて楽しい時間を過ごせました。青少年交換事業が再開できることを願っています。 
■吉田青少年奉仕大委員長・・花巻 RC カップ小学生バレーボール大会を開催すべく、連盟の浅野様にスピーチをお願いして準
備を進めていましたが、残念ながらコロナ禍の中1 ヶ月前に会場の都合もあり中止の判断がなされ今年度も開催できませんでした。
そのほか、ぬくまるフードパントリーの協働や花巻 RC 奨学生委員会による新 1 年生の選考や 3 名の交付式は実施できました。詳
しくは次週、委員会より報告されると思います。 

mailto:hrc@hanamaki-cci.or.jp

