
 

 

■第 3286 回例会 8 月 9 日 会長の時間 要旨 

皆様、こんにちは。最初に 8 月 2 日、花巻温泉紅葉館 

で開催の市内 3RC 合同例会にご参加の皆様、大変ご 

苦労様でした。今回は花巻北 RC さんが幹事となり 

合同例会の準備を進めて頂きましたが、来年 1 月の 3RC 合同新年会は当クラブが

幹事となりますので、親睦委員、幹事を中心にご準備をお願い致します。そして、本日

はぬくまるフードパントリーへの寄付金贈呈のため、公益社団法人花巻市シルバー人

材センター様より、高橋理事長、佐藤事務局長のお二人にお越し頂いております。お

話しによりますと同センター様が令和 3 年度に設立 40 周年を迎え、記念事業の一

環として未来を担う子供たちのために頑張っている団体への寄付という趣旨のもと、ぬく

まるフードパントリーの活動に御支援を頂けることとなりました。大変光栄であり、寄付

金につきましては有効に活用させて頂きます。誠にありがとうございます。このあと、同セ

ンター様からご挨拶を予定しておりますので、どうぞよろしくお願い致します。今後の予

定についてお話しいたします。8/23 は吉田エレクトに会員増強に関するクラブフォーラ

ムをお願いしております。8/30 は新入会員の上田君に卓話をお願いし了解済です。

そして、心配しているのは 8/25 のぬくまるフードパントリーですが、同日の 16 時から花

巻商工会議所常議委員会と臨時総会が予定されており、当クラブの会員の多くが商

工会議所常議委員の任にあるため、欠席が予想されます。フードパントリーへ参加で

きる会員の皆様、菊の会の皆様、ボランティアの皆様に頑張りを期待しております。私

も欠席となりますが、何とか宜しくお願い致します。そして、9 月は 23 日の谷村さんのク

ラブフォーラムしか予定が埋まっておりません。了解が得られれば、9/6 に新入会員の

遠藤さんに卓話をお願いし、9/13、9/20 はゲストをお招きし卓話が実施できればと

考えております。皆様のご紹介を宜しくお願い致します。いつも、お願いばかりで申し訳

ありませんが、これで会長の時間を終わらせて頂きます。 
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8月 23日 第 3287回例会 

■本日のプログラム        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.本日のプログラム/メニュー 

5.食事 

6.会長の時間 

7.クラブフォーラム 

会員増強・新ｸﾗﾌﾞ結成推進月間 

8.委員会報告等 

9.幹事報告 

10.出席報告 

11.ニコニコボックス 

12.連絡事項 

13.閉会点鐘 
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月間テーマ：会員増強・新クラブ結成推進月間 

四つのテスト 
言行はこれに照らしてから 

 
１、真実かどうか 

２、みんなに公平か 
３、好意と友情を深めるか 

４、みんなの為になるかどうか 

 

■幹事報告 

・市民憲章運動推進第 12 回東北ﾌﾞﾛｯｸ研修会

(令和 5 年度)開催について 

〔花巻市市民憲章推進協議会 会長 三田望〕 

・ハイライトよねやま Vol.269 

〔公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会〕 

・2022-23 年度活動計画書 〔北上西 RC、北上和賀 RC〕 

・ガバナーノミニー(2024-2025 年度ガバナー)決定のお知らせ 

〔国際ロータリー第 2520 地区 ガバナー天沼久純〕 

・久慈ロータリー創立 60 周年記念式典並びに祝賀会のご案内 

〔久慈 RC 会長 日當和孝〕 

■出席報告 

31 名中 17 名(規定免除者 7 名) 

出席率 60.7％ 前回修正 67.8％ 

■メーキャップ 

8/6(土) 

地区ロータリー財団セミナー・補助金管理セミナー 

藤田 勝敏君・佐藤 良介君 

 

2022-23 年度     

会長：藤田勝敏 

幹事：藤村弘之 

会場監督：阿部一郎 

会長ｴﾚｸﾄ：吉田和洋 

副幹事 ： 市村 律 

★★8/9 のメニュー★★ 

白金豚ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 

ﾁｰｽﾞ焼 

ミネストローネ 

グリーンサラダ 

■今後の予定 

-8/30(火)新人会員卓話 上田 直輝君 

-9/6(火)新人会員卓話 遠藤 敦士君、慶祝 

-9/13(火)会員卓話又はゲストスピーチ 

-9/20(火)会員卓話又はゲストスピーチ 

■花巻市シルバー人材センター 高橋理事長挨拶 

公益社団法人花巻市シルバー人材センターは、昭和56年

に発足致し、昨年、40 周年を迎える事となりました。40 周

年の記念碑と日頃お世話頂いている花巻市及び関係機

関、そして花巻市民の皆様に対して感謝の気持ちを込め

て、ささやかではございますが、ぬくまるさんに事業費の一部を

支援させていただくことといたしました。花巻市シルバー人材

センターは、行政・企業・家庭、どんな些細な仕事でもお引

き受け致します。特に、今日お集まりの会員の皆様の企業さ

んに対しては、請負ばかりではなく派遣も致しております。高

齢者ではございますが、小さな仕事でもご用命いただければ

大変有難く存じます。その節は、是非ご連絡を頂ければ幸

いに存じます。本日は本当にありがとうございました。 

高橋理事長から 

寄付金の贈呈 
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■3287 回ニコニコボックス 

【藤田勝敏君】本日は花巻市シルバー人材センター様より貴重な

寄付金を頂き、大変ありがとうございました。子供達が元気になれる

よう、有効に活用させて頂きます。今後とも花巻 RC を宜しくお願い

致します。 

【高橋豊君】妻の誕生祝ありがとうございます。共に健康に留意し

て、長生きしたいと思います。 

【谷村繁君】妻の誕生日祝いありがとうございます。今 4 回目のワク

チンをお願いしております。 

【浅沼幸二君】誕生祝いならびに在籍年バッジありがとうございま

す。このご時世で妻の手料理で祝ってもらいました。 

【稲田典之君】花巻まつり、鳥谷崎神社例大祭が近づいてまいりま

した。皆様にはご協力を宜しくお願いします。来月末 3 年振りに伊

勢神宮の会議に行く予定です。コロナが無ければ全国の知人と呑め

るのですがそれも無しで残念。1 日も早いコロナ終息を願いします。 

【佐々木史昭君】先週末、今シーズン最後の女子プロゴルフメジャ

ータイトル全英女子オープンが開催され、渋野日向子プロが最終日

最終組でラウンドし、一打差の 3 位に入りました。2019 年に優勝

した時と同じようにスタートから生ライブで 4 時間観戦し、感動させて

もらいました。その週末は、土・日ともゴルフをしました。 

【立花徳久君】2週間のお休みをいただき、その間、おさんどんを久し

ぶりにして結構大変でした。日常の作業の大変さを痛感しました。シ

ルバー人材センター様御寄付ありがとう御座います。 

【阿部一郎君】花巻市シルバー人材センター理事長高橋様、事務

局長佐藤様、本日は例会にお越し頂きありがとうございます。いただ

いた寄附金につきましては、有効に使用させて頂きます。貴センター

の増々のご隆盛をお祈り致します。 

【吉田和洋君】6 日(土)気持ちの良い天候の中、佐々木史昭さん

のお誘いで、遠藤くんと北上和賀 RC 高橋範行くんと北上 CC でゴ

ルフを楽しくプレーしてきました。ありがとうございます。本日はシルバー

人材センター様、寄贈ありがとうございます。 

【橋川秀治君】セレナから種市高校のリナさんがパリに来たとのメッセ

ージを受けました。肝心のセレナは今、アイルランドのダブリンでグーグ

ルの開発チームにいるそうで、パリにはおらず、家の人がパリを案内

し、週末にダブリンにリナさんが来るとのこと。元気そうです。 

 

■慶祝者スピーチ 要旨 

【浅沼幸二君】今日は誕生日を祝っていただきありがとうございます。8/3 生まれということで、小中高の誕生日祝いは夏休みでな 

かったですね。夏はお祭りなどで元気が出る時期なんですけれども、実は誕生祝いをしてもらったことなかった人間が、大学 2 年生の 

時にバイクで北海道を一周したんです。ちょうど夏休みのシーズンで、斜里のユースホステルに泊まって歩いたんですけれども、そこでは 

会員証を提出しなきゃいけなかったので、そちらで盛大にお祝いしていただきました。非常に思い出深い誕生会を開いていただいたな

という風に思っております。そして、以前にもお話したかもしれませんが、携帯に気が付いたことをメモしているんです。誕生日でお話する事ではないか

もしれませんが、私が 34 年間で感じたことにピッタリ合うなというのが「どんなに教養があって立派な人でも、心に傷のない人には魅力がない。他人

の痛みというものがわからないから」という言葉。これはピアニストのフジコ・ヘミングが言った言葉です。そして、結婚記念日にお話すればよかったな、

と思うのが一つあって「恋は人を盲目にするが、結婚は視力を戻してくれる」。これは名言だと思うんですよね。これ結婚式の時に言ってあげたいと思

うぐらい、素晴らしい言葉だなと思います。そして最後ですが、「人間の大きさは夢の大きさで決まる」。これが素晴らしい言葉だなと思いました。 

【藤村弘之君】本日は誕生日祝い本当にありがとうございました。浅沼君は休みの最中、私は夏休みの終わりという状況で、全く同 

じで誕生会はほとんどやったことないです。16 日はそれどころじゃないんです。これは毎年喋ってるんですけども、なんといっても優秀じ 

ゃないもんですから、宿題は全て最後の最後まで伸ばしてるわけですね。16 日はもう悲惨な 1 日になるわけでして、周りの仲間も大 

体同じようなもんですから、呼んだら迷惑みたいな感じになっている中でそういう会は催した事はありません。ただ、この年になって飲み

歩く機会が多いんですけども、よくお祝いしてくれるのは飲み屋のママさん達ぐらいでして、ただ 16 日って出にくいので 15 日ぐらいに行って、時計が 0

時を回ってからハッピーバースデーソングが流れるとか、そんな感じで何年間か過ごして参りましたが、最近は帰るのが早くなりましたので、それもなくな

るかなぁと思っております。浅沼君と同じ 64 歳でございます。立派な言葉は何も持っておりませんが、今後もどうぞよろしくお願いします。 

【谷村繁君】午前中に４回目のワクチン接種を行いました。妻にも早く４回目をしてもらいたいものです。先日、青森県の田圃アー 

トの「モナリザ」を見おろしてきました。たいへん出来映えもよく、皆さまが毎日ご覧になられている各ご家庭の「モナリザ」とともに、機会 

がありましたなら、田舎館村の「モナリザ」もご覧になってください。 

         【高橋豊君】うちの家内は、8/26 で 71 歳になります。私は今 74 歳で、結婚したのが昭和 50 年ですから 47 年間、そんなに長く

一緒にいたような気がしないのですが、あともう少しで 50 年、金婚式で随分早かったなという感じであります。今コロナが非常に流行って、改めて健

康 康の大切さ、有難さを感じています。私は若いころ、体が非常に弱くて、コ

ンプレックスを抱えながら悩んでいました。しかし、徐々に体も丈夫になっ

て、顔の皮も少し厚くなって、このように人前で話をできるようになりました

が、高校の頃までは人の前に立ったりすると頭が真っ白になり、すみっこで

小さくなっているような人間でした。ただ、ある時からやっぱり自分の苦手な

ことをなんとか克服しようと、恥をかいても一歩前へ進もうと色々な方々に

進んで挨拶をするようにして、段々慣れて来て自信がついてきました。本

当に多くの方々にお世話になって、直接その方に恩返し 

は出来ませんけども少しでもロータリーとか商工会議所 

とか色々な形で社会に恩返し出来るようであればいいと 

思っております。これからも健康に留意して自分で出来る事 

は頑張っていきたいと思っております。今後ともよろしくお願い致します。 

【藤原喜子君】入会しましたのがほぼ 4 年前でして、 

三田丸までも素晴らしかったですし、鹿討丸も素晴 

らしかったですし、阿部丸、橋川丸、藤田丸という形 

で、乗り心地がすごく良く、たまには爽快に風をひゅー 

っと浴びながら、元気に駆け抜けていくような爽快感 

も味わえました。初めの頃は、聞くもの見るもの全て新鮮で副幹事をやら

せていただくあたりまでは、本当に腰掛けの参加をしてる感じで、楽しい所

だけ良いとこどりしてました。その後に更に重いお役をいただいて、私なりに

すごく勉強になりましたし、よりロータリーのことを深く知る年度にもなりまし

た。なるべく今年も参加率を 100%最後保てるように、なるべく出れるとこ

ろは出て参りたいと思います。あまり何もできませんけれども頑張って行きた

いと思います。今日はバッジをありがとうございました。 


