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6月 14日 第 3279回例会  
 

月間テーマ： ロータリー親睦活動 

 

■幹事報告  
・2023 年メルボルン国際大会のご案内 

〔ガバナーエレクト事務所様〕 
・2022 年規定審議会 クラブと地区に関連する重要な変更 

〔国際ロータリー日本事務局 クラブ・地区支援室様〕 
・令和 4 年度特別会員の会費納入について（お願い） 

〔花巻市防犯協会 副会長 高橋一正様〕 
・令和 4 年度花巻市勤労青少年ホーム運営協力会会費納
入について（御礼） 

〔花巻市勤労青少年ホーム運営協力会 会長 藤沼 弘文様〕 

・市民憲章運動推進第 11 回東北ブロック研修会について
（ご案内） 
〔花巻市市民憲章推進協議会 会長 三田望様〕 

 

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 3278 回 6 月 7 日 会長の時間                          橋川会長 
皆様、先週の例会そしてその前の花巻北 RC の 50 周年記念式典とお休 
みをいただいて、ご迷惑をお掛け致しました。27 日（木）の夜に急に 
38.9℃の高熱が出て、すぐにイベルメクチン 3 錠を飲んで寝たのですが、 
全く熱が下がらず調べてみると既に岩手県はほぼ BA2 株に替わっており、 
通常の 4 倍量 0.8 ㎎/㎏以上服用しないと効果が出ないとの事でした。 
朝に 6 錠を飲んで金曜日の夜には 37.1℃まで下がり、もう一度同量を飲 
んで土曜日の昼前には 36.6℃まで下がりました。以前藤村副幹事が仰っ 
てたように当初は熱が高いだけで鼻水も咳も出る訳でなく、熱が下がれば参 
加できるのではないかとも考えましたが、万が一にも何かあれば折角のお祝 
いを台無しにしてしまうと考え、藤原幹事とも相談し、藤田副会長に代役を 
お願いすることにしました。佐々木ガバナー補佐からも代役についてご心配を 
おかけしてしまいました。 
藤田副会長にはクリスマス家族会も義父の急逝によって代役を務めて頂い

たことに続く大役をお願いしてしまい、申し訳ない限りでした。式典当日 LINE グループへの皆様の投稿
で私の想像を遥かに上回る立派な式典の模様や谷地会長と藤田副会長の感謝状贈呈のカッコいいツ
ーショットをみて、記念誌に残る写真は代役の藤田さんの方が華があって良かったと思いながら寝ていまし
た。 

谷地会長からも祝辞についてスポンサークラブの威厳を感じると温かいお言葉を頂いてほっとしていたの
ですが、会報原稿を見ると祝辞の用紙が奉書（ほうしょ）式でなかったことに関して藤田副会長が他ク
ラブの方から御忠言を戴いたと書いてあり、しまったと思っても後の祭り。公式な祝辞のマナーも考えず、ア
ドリブで話そうと奉書は全く頭になく、代役をお願いするにも記念誌用の原稿があるからと安易に頼んでし
まった所為で藤田副会長に不快な思いをさせてしまったことを申し訳なく感じました。にもかかわらず、「3
年後に 70 周年を控えた当クラブにとって大変参考になった」とコメントして目向きに捉える藤田副会長の
度量の広さには頭が下がる思いです。私の経験では BA2 株は熱が下がってから全身の痛みや鼻水、咳
が出始めました。体のだるさが続き、食欲も落ちて先週は 1 週間在宅勤務をしながら療養していました。
そこで重宝したのが式典翌日の日曜日の朝に藤原幹事がわざわざ家まで届けてくれた北 RC の記念
品。素敵な風呂敷に包まれた大石乳業さんの生乳(なまちち)ヨーグルトがとても美味しくて、元気を回復
することが出来ました。ありがとうございました。 

さて、水沢天文台のクラウドファンディングですが、目標の 1000 万円を遥かに超え、あと 10 日の期
間を残し、寄付者 852 人、22,584,000 円まで来ています。若手研究者の雇用確保をメインとし、ブ
ラックホールの研究を長期的に支えるために使われるとの事です。 

最後に先週末 4 日に花巻ユネスコ協会で日本笑い学会理事の伊藤一輔医師による講演会が開催
されました。笑いが遺伝子をも変えてしまう実験結果や笑いにあふれた講演で、息と言うのは自らの心、
ゆっくり吐くと副交感神経が優位になって免疫力が上がるそうで、息を吐くことが大事。吐かないと儚い人
生になりますよとの事でした。おあとが宜しいようで。 
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■出席報告 会 員   33 名 出席者数 13 名 出席規定免除者 7 名 

  第 3278 回例会 出席率  50.0％ 前回修正 65.3％  

※メーキャップ：なし 

■本日のゲスト  なし 

■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』 
F:藤原喜子君 

【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 

 

■今後の予定  例会場：ホテルグランシェール花巻 

6 月 21 日 3280 回 最終夜例会 引継親睦会 
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 

2021-22花巻ロータリークラブ会報 

 “Rotary Owns The Community”  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

慶祝スピーチ 
鹿討君：妻へのお祝いありがとう
ございます。 
稲田君：ガーデニングもしてます 

第 3278 回 例会概要① ゲストスピーチ・・花巻北ロータリークラブ様 50 周年に際し
ての御礼に、佐藤克也副実行委員長・佐賀忠臣幹事が、例会においでになりました。 

佐藤副会長：わがクラブの 50 周年記念式典・祝賀会を皆様のご参加により 
盛大に執り行う事ができましたことに感謝いたします。今年度の谷地会長は 
3 代でロータリアンであり、お爺様はチャーターメンバーであり、入会当初 
より、周年時会長を示唆しておりました。昨年 1 月に実行委員会を 
立上げ、不安の中にあっても準備は万端にしておりましたが、このコロナ禍 
において安全で盛会裏に開催できましたのは、スポンサークラブである 
花巻 RC や花巻南 RC、域内各クラブ様のご理解ご協力があったからこそと 
会員一同感謝しております。副実行委員長としてこの場をかりまして会員を 
代表し御礼を申し上げます。 
佐賀幹事：実行委員会のメンバーがしっかりと進めてくれたおかげで、幹事と 
してやることが 2 次会の設営でした(^^。いい経験をさせていただきました。 
 

お知らせ         6 月  

ぬくまる食堂実行委員会 『フードパントリー事業』 は 

6 月 23 日(木) です 

会場：花巻市社会福祉協議会 

準備 14：30〜 ・ お渡し 17：00〜19：00 

皆様のご協力をお願い致します。 

ゲスト：ニコニコボックスご紹介 
花巻北ロータリークラブのお二方よりボックスいただきました 
御礼のご来訪ありがとうございました。 
花巻 RC 会員一同、 50 周年を迎えられた花巻北ロータ
リークラブ様の、益々のご発展を御祈念申し上げます。 
 
【花巻北ＲＣ佐藤克也君】花巻北ＲＣ創立 50 周年 
記念式典祝賀会、大変お世話になりました。おかげ様で
無事終えることができました。 
【花巻北ＲＣ佐賀忠臣君】50周年式典出席ありがとうご
ざいました。 
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■3278 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】花巻北 RC 佐藤副実行委員長、佐賀幹事、
本日はメイキャップありがとうございます。素晴らしい 50 周年記
念式典が盛大に開催されたことを心よりお慶び申し上げます。
次回花巻ＲＣの 70 周年もこれを手本に開催したいと感じまし
た。今後とも宜しくお願い致します。 
【藤田勝敏君】7/19 がガバナー補佐公式訪問、8/2（夜例
会）がガバナー公式訪問となっております。皆様よろしくお願い
致します。本日は岩手県高圧ガス保安協会の総会があり、理
事会のみの参加となります。よろしくお願い致します。 
【佐々木史昭君】花巻北ＲＣの佐藤克也 50 周年副実行委
員長、佐賀幹事の来訪を心から歓迎いたします。本日夕方
は、今年度ガバナー補佐としての最後のお役目として、第 2 分
区花北地区 6 クラブの会長幹事引継ぎ会を開催させていただ
きます。次年度は北上西クラブの菅原忠勝さんにガバナー補佐
を引き継ぎます。あと 23 日間、最後迄しっかり務めて参ります。 
【稲田典之君】誕生日祝いありがとうございました。介護保険料
が徴収されなくなるみたいです。 
【吉田和洋君】午後一より研修会の為、理事会のみで退席し
ます。会報製作もあと少し。本日の取材、藤原幹事よろしくお
願いします。編集はしますので・・・ 
【鹿討康弘君】夫人誕生日ありがとう 
ございます。家族の反対を押し切り 
市議選に立候補することになり、それ 
以来妻に口をきいてもらえません。 
この誕生祝を渡して口をきいてくれる 
ことを願うばかりです。 
【藤村弘之君】ニコニコボックスの 1 年間 
の協力ありがとうございました。 
本日までの集計で 1,043,024 円、 
目標達成です。 

 

 
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 

6/1 より花巻空港ターミナルビル
へ帰ってきました 8 月末まで。 

例会概要③ クラブ協議会 活動報告 各委員会 【出席者】 

■稲田出席:出席奨励表彰を最終例会で行います。今後も新会員やおいでにならない会員の出席フォローもお願いします。 
■稲田米山奨学会委員長：普通寄付金を皆様よりいただきました。特別寄附も 3 名の方から頂いております。 
ハイライト米山の配布や奨学生マンドハイさんに例会でのスピーチをしていただきました。 
■市村親睦委員長：プロ野球 T 小ばなしにお付き合いいただきありがとうございました。とある日の試合を境になかなか T ハ
ッピが着れておりません。最終例会も楽しい会にして、親睦を深めて次年の藤田年度へ引き継ぎたいと思います。 
■鹿討プログラム/会場監督は次週に続く・・・ 

例会概要② クラブ協議会 活動報告 橋川会長（先週お休みの為今回発表） 

就任しすぐぬくまる食堂再開に向け、子供たちとの交流として滝田委員長とグルージャ盛
岡様の協力をいただきサッカー教室ができました。コロナ禍で食堂の活動はできませんでし
たが、フードパントリーは継続実施できていますし、旅するピアノ事業等希望がもてる活動
ができました。委員会・菊の会・ご協力いただいた皆様ありがとうございました。また会長を
したおかげで、ゴルフなど一緒に活動する楽しさが再発見できて良い経験ができました(^^ 

連結事項：鹿討君・・・旅するピアノも season2 に入り、6 月 1 日にいわて花巻空港ターミナルビルへ再設置となりました。コロナ
禍が改善されてきましたので、空港利用者の増加と相まって、このピアノを弾いて・聴いて癒される方が増えることを期待します。 
 

三元豚ヒレカツ 
カレーライス 
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