
 

■出席報告  会 員   33 名 出席者数 12 名 出席規定免除者 7 名 

  第3279回例会  出席率  46.1％ 前回修正 61.5％  

※メーキャップ： 

6/  岩屋堂ロータリークラブ 創立 60 周年記念式典・祝賀会 

三田 望君・佐々木史昭君 
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6月 21日 第 3280回 最終引継例会  
 

月間テーマ： ロータリー親睦月間 

 

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 

■幹事報告  
ハイライトよねやま Vol.267 

公益財団法人米山奨学会様 

2022-23 年度 IAC 年次大会 2022 のご案内 
第 2520 地区ガバナー事務所様 

■第 3277 回 6 月 14 日 会長の時間                       橋川会長 
皆様、こんにちは。今日は午後から会議があって、すみませんが会長の時間を 

終えたら会社に戻ります。ご容赦ください。 
さて、ついに橋川年度の例会も残すは今日と最終例会のみとなりました。 

慣れない会長を励ましてくれた女房役の藤原幹事作成の年間活動報告（案） 
を週末から確認していましたが、ブレッティンやぬくまる食堂フードパントリー報告書を 
見返すと色んなことがあったと感慨深いものがありました。コロナ禍によって例会場が 
無くなる事態になったり、予定していた事業が中止になったりと先が見えず思うに 
任せない 1 年であった一方で、出張もなく、東京転勤も延び延びになって、 
藤田エレクトの言葉を借りれば「いい時期に会長になった」ともいえると感じます。 
今日時点では全員出席の夢は果たせていません。諸事情で退会される滝田吉郎君、 
高橋利美君には節目として、そして最近足が遠のいている新入会員の皆さんも来週の 
最終例会には是非参加されることを願っています。皆様からも仲の良い会員諸氏にお声掛けを頂ければ
幸いです。そして、最終例会にぬくまる食堂フードパントリーに協力してくれているボランティアの皆さんを招
待するというアイデアについては、賛成を表明して下さる方もいらっしゃったのですが、よくよく考えると最終
例会は新旧会長・幹事の引継ぎや会員の表彰がメインでゲストが楽しめるような余興もなく、身内でのセ
レモニー的なものであるので、ボランティアの方々にはぬくまる関係がテーマの例会やフードパントリー後に会
食を行うことと致します。大変お騒がせ致しました。 

昨日、グルージャの福田さんから電話がありました。前回不参加でしたが、23 日のフードパントリーには
必ず参加しますとの事でした。用件はホームタウン活動として廃校活用事業をやっていて、雫石では旧上
長山小跡地を菊の司酒造の工場にし、グランド等はスポ少等に開放するという成果が上がっており、花
巻でも廃校に関する関係者を紹介して欲しいというものでした。どなたか情報がございましたらお願いしま
す。チームの状況を聞くと牟田キャプテンはコロナ感染後体調が戻らず苦労していたそうですが、先般の東
京ベルディ戦では奮戦し、2 点ビハインドから後半ドローに戻し、勝ち点１を得ました。明日 15 日と土曜
日 18 日はホームのいわぎんスタジアムで 18 時からナイターで山形そして徳島と戦います。徳島ヴォルティ
スは旧大塚製薬サッカー部なのでどっちを応援するかが悩みです。 

自身の活動報告がまだ出来ていないのでなるべく早く作成しようと思います。そして今週末 19 日(日)
は二戸 RC の創立 60 周年記念式典・祝賀会に三田さんと一緒に出席し、21 日に当クラブの最終例
会、23 日(木)はフードパントリー、26 日(日)の仙台泉 RC 創立 50 周年記念式典参加をもって、  
橋川丸の帰港とし、会長のお役目を終えたいと思います。先日のように急に体調を崩したりしないよう、
気を付けます。あと少し、よろしくお願い致します。 
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■本日のプログラム概要     例会進行：会場監督 

1,開会点鐘   
2,ロータリーソング        
3,四つのテスト 
4,ゲスト・ビジター紹介           
5,本日のプログラム 
6,年度最後の会長の時間 

新旧バッジ交換(会長/幹事) 

ごあいさつ 

菊の会新旧会長ごあいさつ 
7,委員会報告等 
8,幹事報告 
9,出席報告 

10,その他  
11,閉会点鐘 《終了後集合撮影》 
第 2 部 引継慰労会 懇親会 
※ニコニコボックスは適宜 

会長 

会場監督 

 

親睦委員会 

 

会長 

 

 

委員会 

幹事 

出席委員会 

 

会長 

親睦委員会 

【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   

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 スタート 
理事会・例会   7 月慶祝 

【クラブ協議会】 新年度 抱負 
会長・幹事・大委員長・会計・副幹事 

家族会員：上田直輝君 上田穣会員のご子息様 

上田土地家屋調査士事務所 土地家屋調査士 

会   員：遠藤 敦君  (有)エンドウ花店 代表取締役 

7 月 12 日 3282 回 【クラブ協議会】  
各委員会委員長 抱負 

 

『四つのテスト』も 

H:橋川秀治君 

2021-22花巻ロータリークラブ会報 

 “Rotary Owns The Community”  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

第 3279 回 例会概要    委員会活動報告・・・つづき 
・鹿討康弘会場監督/PG委員長・・・例会場閉鎖による変更・
引越しという事態も皆様のご協力で乗り越え、花巻空港 TB 貴
賓室をお借りしての原点に戻った手作りの例会も経験でき現在
に至っており、プログラムも無事に終えることができそうです。 

他、谷村繁雑誌広報委員長・佐藤良介ロータリー財団委
員長・佐々木史昭国際奉仕委員長・吉田和洋会報委員長
より報告がなされました。 
橋川年度委員長の皆様、一年間ご苦労様でした。ご尽力に
感致します。 
 

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     § 年度最終版 § 

★本日の Menu★ 

 

『中華料理』 
ホタテとニンニクの芽炒め 
サラダ 
白金豚と野菜のせいろ蒸し 

■3279 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】橋川会長、藤原幹事、一年間大変ご苦労様
でした。残すところ、最終例会のみとなりました。来年も、引き続
き、お力添えを願います。 
【佐藤良介君】春の叙勲に際しましては、多くの方々からご祝意
をお寄せ頂き、誠にありがとうございました。残念ながら、コロナ禍
により、東京での伝達式、皇居への拝謁が中止になりました。
私は 5 月 24 日に日本商工会議所において、勲記、勲章の伝
達を受けて参りました。このたびの受章を励みにこれからも精進
して参りますので、よろしくお願い致します。 
【佐々木史昭君】R3 年度の溶接技術競技会の全国大会に、
弊社社員 2 名が岩手県代表として参加しておりましたが、うち
1 名が全国第 5 位に入賞するという快挙を達成しました。半自
動溶接の部では岩手県代表として歴代 2 位にあたる好成績で
した。ちなみに、優勝は豊田自動織機、準優勝マツダ、第 3 位
トヨタ自動車、第 4 位三菱重工、第 5 位中央コーポレーション
となっています。 
【吉田和洋君】昨晩、花小 150 周年実行委員会の立上げに
歴代ＰＴＡ会長として呼ばれ出席してきました。来年秋の実
施となります。あれから 10 年たつんだなぁ～。その後、現役ＰＴ
Ａ役員の方々と双葉町で懇親を深めました。ＰＴＡ役員に清
光学園の職員さんがいて、当クラブで贈ったＸｍａｓツリーに感
謝していますと言われました。よかったです。 

 
 

 

 
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。 

 
お知らせ 橋川年度最終 

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  【申込：59 世帯】 

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。 

 例会概要    新年度事業計画・年間プログラム 発表   藤田会長エレクト  

皆様、こんにちは。今年度も来週の最終夜例会を残すのみとなりましたが、橋川会長、藤原幹事、 
1 年間、大変ご苦労様でした。お二人は会社組織の管理職として時間的にも制限される中、 
熱意をもって誠心誠意、会長、幹事職に取組んでおられました。その姿勢は見習うべきことが多々 
あり会員の皆様が認めるところであります。引続き来年度もクラブ運営にお力添えを頂ければと思い 
ます。 
さて、今日はご案内のとおり、2022-23 年度の事業計画案と年間プログラム計画案を説明させて 
頂きます。なお、役員の皆様には既に先週の理事会にて概要をご説明させて頂いております。 
最初に事務的なお話しをさせて頂きますが、配布の年間プログラムのとおり、2022-23 年度は例会 
47 回（うち夜例会 6 回）を計画しております。年度スターのトの 7 月、8 月は 7/19 にカバナ―補佐 
公式訪問、8/2 に市内 3ＲＣ合同のガバナー公式訪問（夜例会）を予定しておりますので、多くの 
皆様のご参加をお願い致します。表の緑色の「会員卓話又はゲストスピーチ」欄は、まだ予定が全く入っておりませんので皆様からの
講師等のご紹介をお待ちしております。 
次に 2022-23 年度の事業を進めるにあたっての基本的考えと各委員会に期待することをお話させて頂きます。最初に活動計画
書の会長挨拶を考えるにあたり、当クラブの現状を分析しました。阿部会長時代にも指摘していた会長、幹事の担い手不足が現
実となり、私が入会順（輪番制）最後の会長、そして 2023-24 年度は吉田さんに再登板して頂くことになりました。また、コロナ
禍から経済再生へ舵がきられ、多くの要職を務める会員の皆様方の繁忙が予想されＲＣ活動との両立が懸念されるところでありま
す。そのような状況を踏まえ、当クラブの 2022-23 年度スローガンを「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」としました。皆様ご承知のとおり、サステナブルとは「持続可能な」を意味する言葉です。当クラブがこれからも単独クラブとして
存続していくためには、ロータリーの中核的価値観(奉仕・親睦・多様性・高潔性リーダーシップ)を継続しながらも、新入会員、ロー
タリー歴が浅い会員の皆さんが例会、ロータリー活動に心地よく参加できるような雰囲気づくりを心掛け、配慮をもって親睦を深めて
頂くことが大切であると考えております。このことが、2022-23 年度 RI 会長ジェニファー・ジョーンズ氏が重要視する「多様性、公平
さ、インクルージョン(DEI)」にも繋がってくるものと認識しております。 

各委員会に期待することは、配布の会長就任の挨拶（案）のとおりですが、クラブ奉仕関連は年間プログラムを幹事、副幹
事、親睦委員会が中心となり、予定どおり実施して頂きたいと思います。常に入会年数が浅い会員、新入会員が心地よく、安心し
て行事に参加できるような雰囲気づくりに配慮願います。職業奉仕関連は各会員の職業上のスキルを地域の問題解決に活かせ
ればベストですが、先ずは会員同士がプラスとなるビジネスネットワークが図れれば退会防止のツールにもなると思います。次に社会
奉仕関連は「ぬくまる食堂フードパントリー」「旅するピアノ事業」が中心となりますが、6 月の理事会議題となった「旅するピアノ事業」
の運営方法等について、私の年度で道筋がつけられればと思います。また、「ぬくまる食堂フードパントリー」の運営についても皆様と
丁寧に意見交換を行い、3 月末を目途に今後の運営の在り方も考えて参りたいと思います。国際奉仕関連、青少年奉仕関連は
コロナ終息を見据えて活動再開の準備を進めて頂きたいと思います。特に国際奉仕関連は 2023-24 年度の派遣選抜を開始予
定となっておりますし、青少年奉仕関連も今年こそは小学生親善バレーボール大会の開催を期待するところであります。いずれにせ
よ、当クラブが持続可能なクラブとして継続していくために 2022-23 年度は節目、ターニングポイントの一年になると認識しており
ます。皆様のご協力を宜しくお願い致します。 

mailto:hrc@hanamaki-cci.or.jp

