
 

■第 3290 回例会 9 月 13 日 吉田エレクト会長代読の時間 要旨 

今週は藤田会長出席予定でしたが、体調不良のためなんと、 

2 週連続で会長代行の時間を務めることになりました。 

本人もびっくりですがよろしくお願いいたします。 

メーキャップいただきました、東京北衛星 RC 原様、 

北上和賀 RC 小原会長・髙橋エレクト様 ありがとうございます。 

会場が少し賑やかになります。今日は出席予定だった藤田会長のあいさつを代読し、

会長代行の時間とさせていただきます。  

皆様、こんにちは。先週の例会は欠席となり大変申し訳ございませんでした。吉田エ

レクトには会長代行を務めて頂き、ありがとうございました。感謝申し上げます。 

本日はメーキャップとして、東京北衛星ＲＣの原万琳(まりん)さん、北上和賀ＲＣ

の小原紀実会長、高橋範行会長エレクトの三名にお越し頂いております。大変ありが

とうございます。当クラブの例会を楽しんで頂ければと思います。折角の機会ですので、

メ－キャップの皆様方には私のお話の後、ご挨拶を頂ければ幸いです。 

先週の火曜日、Ｓ醸造さんの社長さんが会長を務めておりますＨ温泉取引業者の

会合がありまして、直接、本人より今話題の「亀売れ」現象について詳しくお話を聞くこ

とができました。「亀売れ」現象とは、ジャニーズの亀梨君が番組などで商品を紹介する

とファンが買いに走り、商品が品切れになる状況を意味します。皆さんご存知のとおり、

8/23 のテレビ放映後、大パニックになっている商品はＳ醸造さんの「めんつゆ」です。

東和町のお店には全国から商品を求め開店前から行列が出来きているとのことです。

自社のホームページ購入サイトは全商品の注文をストップしており、「めんつゆ」の波及

効果をうけて他商品の売れ行きもかつてない状況とのことです。現在は既存取引先の

出荷を優先し、新規取引先からの「めんつゆ」注文は 6 カ月先になると丁寧に説明し

実質お断りしているようです。社員の皆様方は残業が続き社長も日中は全く外出で

きず、毎日、電話対応、商品の梱包作業の応援に入っているとのことです。ちなみ

に、Ｓ醸造さんの「めんつゆ」は 15 年前にも日経新聞土曜日版のプラス 1 なんでもラ

ンキング（プロ料理人が使用したい調味料）でも１位になりました。当時も対応が大

変だったようですが、今回は当時と比較出来ないくらい繁忙を極めているそうです。亀

梨パワーの凄まじさを再確認しました。 

 今後のＲＣ関連の 10 月までの予定について、皆さんへご連絡です。9/15 開催予 

定の、懇親ゴルフ、ファイヤーサイドミーティングへご参加の皆様、宜しくお願い致しま 

す。また、9/22 はぬくまる食堂フードパントリーが予定されております。そして 

10/23 にはポリオチャリティーゴルフ、式典、懇親会が予定されておりますが、ゴルフ 

実行委員長に花巻南ＲＣの照井敬孝氏、懇親会委員長に花巻北ＲＣの佐藤克 

也氏が選出され、当クラブからは吉田エレクト、藤村幹事が副実行委員長としてサポ 

ートすることになりました。実質、花巻地区で準備、当日の運営にあたることになりまし 

たので、皆様のご協力を宜しくお願い致します。 
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9月 20日 第 3291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 

基本的教育と識字率向上月間  

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：基本的教育と識字率向上月間 

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 

・2025-2026 年度ガバナー候補者の推薦依頼について 

〔国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2520 地区 ｶﾞﾊﾞﾅｰ天沼久純〕 

・ｸﾗﾌﾞ奉仕活動・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ等の写真(ﾃﾞｰﾀ)のご提供について 

〔国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2520 地区 ｶﾞﾊﾞﾅｰ天沼久純〕 

・10/23(日)POLIO 根絶ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾞﾙﾌ大会・お申込みのご案内(再送) 

〔ガバナー補佐 菅原忠勝・高橋一隆〕 

・11/11(金)花巻市内 3RC 親睦ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟのご案内 

〔花巻南 RC 菊池忠彦〕 

・ハイライトよねやま Vol.270 

〔公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会〕 

■出席報告 
31 人中 12 名 (規定免除者 7 名) 

出席率 46.1% 前回修正 65.3% 

■メーキャップ 
9/12(月)10$募金チャリティーゴルフ大会打合せ 

吉田和洋君 

 

 

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 

★★9/13 のメニュー★★ 

和食 

天ぷら 

■今後の予定 
―9/27(火) 地域支援活動の紹介について 

         橋川秀治君 

―10/4(火) 理事会、慶祝  

 

■その他 
―9/22(木)ぬくまる食堂フードパントリー 

―10/23(日)POLIO 根絶チャリティーゴルフ大会・

チャリティー式典・懇親会 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

TEL/FAX 0198-41-1133 
e-mail:hrc@hanamaki-cci.or.jp 

URL:http//www.hanamaki-rc.com 

■3290 回ニコニコボックス 

【高橋豊君】花巻祭は制約がありましたが、好天に恵まれにぎわ

いのある良いお祭りでした。石鳥谷のお祭りも立派な良いお祭りで

した。来年こそマスクなしでさらに盛大なお祭りになることを願ってい

ます。早退させて頂きます。 

【吉田和洋君】急な会長代理時間。しかも昨夕のオファー。緊張

しました。メーキャップいただいた 3 名の皆様ありがとうございます。

賑やか、華やかでよかったです。花巻まつりおつかれ様でした。 

【阿部一郎君】北上和賀 RC 小原会長、髙橋エレクト、東京北

exchange 衛星 RC 原様には、例会にメイクアップいただきありが

とうございます。花巻 RC 例会を楽しんで下さい。3 年ぶりの花巻

祭参加された方々、御苦労様でした。来年こそ通常開催できる

事を祈念します。 

【佐々木史昭君】北上和賀ロータリークラブの小原会長、髙橋エ

レクトの来訪を心から歓迎いたします。今年度の益々の御活躍を

心より御期待申し上げます。又、Rotex でロータリアンの原万琳さ

ん、ようこそ花巻ロータリークラブへいらっしゃいました。イタリアへ 1

年間派遣された12年前の長期生ということで花巻の御縁を大事

にしていただき更なる御活躍をお祈り申し上げます。 

【北上和賀 RC 小原紀実様】前年はインターシティミーティングの

関係で大変お世話になり、誠にありがとうございました。特にも、

佐々木史昭直前ガバナー補佐には多大なるご指導を賜りました

ことに感謝申し上げます。PR を 1 点。当クラブの創立 30 周年記

念式典が 2023 年 2 月 11 日に開催されます。皆様のお越しを

楽しみにしております。 

【藤原喜子君】本日は、北上和賀 RC 小原会長、高橋会長エレ

クト、東京北 exchange 衛星 RC、原様メーキャップありがとうご

ざいます     お 3 人に来ていただき、誠に嬉しく存じます。 

 

 

【北上和賀髙橋範行様】北上和賀ロータリークラブの髙橋と申します。

本日は、何卒よろしくお願い致します。小原紀実会長のお付きです！！ 

 

 

 

 

■北上和賀 RC 会長 小原紀実様 挨拶要旨 
北上和賀 RC 今年度会長の小原紀実と申します。 
本日は花巻ロータリークラブさんの例会に 
参加するのを楽しみにしておりました。 
こちらに来た目的なのですが、実は 3 つございます。 
1 つ目は御礼で、前年度 IM がありまして、 
それを滞りなくできたのが前ガバナー補佐で 
あります佐々木史昭さんの多大なるご指導のおかげです。2 月開催
の IM が、コロナ禍の中で 5 月のゴルフ大会に代替行事として開催で
きた、そして花巻 RC さんには多数の参加者で盛り上げていただいた
というところで、本当に直前ガバナー補佐にはお世話になりました。2
つ目のコチラに来た目的としまして、うちの会長エレクトの髙橋範行な
んですけども 2520 地区の佐々木史昭委員長の下で、委員として
活動させてもらうことへの御礼。そして、うちのエレクトをいろいろご指導
していただき 2520 地区の事業を盛り上げていただきたいというお願
いが 2 つ目の目的でございます。3 つ目は、当クラブの創立 30 周年
記念式典が来年の 2023 年 2 月 11 日に開催されます。それに是
非花巻ロータリーの皆さんもお越しいただいて、式典を一緒に盛り上
げていただければというお願いも兼ねて参りました。この 3 点でございま
す。最後に、これからも北上和賀 RC と花巻 RC さんとのご厚誼がま
すます活発になり、ロータリアンとしての友情がより深められますことを
祈念いたしまして、挨拶とさせて頂きます。本日はありがとうございまし
た。 
 
 
■北上和賀 RC 会長エレクト 髙橋範行様 挨拶要旨 

北上和賀ロータリークラブ会長エレクトをさせて頂いて 
おります髙橋範行と申します。まずは、小原会長も 
お伝えした通り、5 月の IM ありがとうございました。 
皆さんに御協力頂き、無事に終わることができました。 
そして、来年当クラブの 30 周年記念がございますの 
で、そちらの方も是非よろしくお願い致します。 
来年いよいよもって何もわからないものなんですが 
会長させていただくことになりそうなので、今年度・ 
来年度引き続き髙橋範行をよろしくお願いします。 

 

■原万琳様 挨拶要旨 
ただいまご紹介に預かりました原万琳と申します。 
私はですね第 2580 地区東京北エクスチェンジロータリー 
衛星クラブという、メンバーが全員青少年交換プログラムの 
経験者で構成されており、そこに所属しています。 
月の例会は、私たちのホストクラブという形で東京北ロータリークラブさんに
お世話になっていて、そこの会員の方の会議室を間借りさせて頂いて、活
動しているという形になってます。私自身はですね高校 2 年生の時に東京
目黒ロータリークラブさんにお世話になって 1 年間イタリアの方に派遣してい
ただきました。なので私、今年で 30 になるんですけれども、一応ロータリー
歴でいいますともう約 15 年くらい、人生の半分をロータリークラブさんに大
変お世話になっています。そして、私は今 Space BD という会社に勤めて
おります。Space BD という会社は宇宙をテーマにしたありとあらゆる事業
開発というものをしている会社でして、主には JAXA さんとの取引があったり
ですとか、イーロン・マスクがやっている宇宙事業のスペース X という会社が
ロケットを作っているんですけれども、そのスペース X からロケットの一部を購
入して、私たちが宇宙に物を運びたいお客様を探してきてそのマッチングと、
後はその宇宙に物を持って行く際の鑑定申請だったり、検査だったりを支援
する会社になっています。 

本日こちらにお邪魔させていただいたのは、皆様にご挨拶させいただきた
いのと、花巻ご出身の安藤様という方にお声掛けを頂いて、この花巻市を
宇宙をテーマに再度盛り上げる起爆剤となるようなプロジェクトをやってほし
いというお声がけをいただいてやって参りました。具体的にどんなことをやって
いるのかというと、大きく二つのプロジェクトをやっております。ひとつが人工衛
星を 2024 年に打ち上げるというものと、もう一つが地域に既にある既存の
ビジネスや既存の商品またサービスを宇宙と掛け合わせて何か宇宙をテー
マにしたサービスや商品を開発してみようというような取り組みも行っていると
ころでございます。あとその二つのプロジェクトに共通するところがですね、「人
材育成」というものがありまして、より多くの若者にそのプロジェクトに入ってき
てもらって、今後一緒に花巻を盛り上げていただける新しい人材を巻き込
んでいく何かプロジェクトができないかなと思って、活動をしております。実際
にですね、既に花巻北高校さんのカリキュラムの方で私たちの宇宙の授業と
いうのをやらせていただいておりまして、私は明日花巻北高校さんの方で一
つ授業をやる予定でして、その流れで今回こちらにお邪魔させていただいて
おります。ここまでざっと、お話しさせていただいたんですけれども、まだまだ全
部を理解していただけることはなかなか難しいと思うんですけれども、少しず
つ応援いただけると嬉しいと思っております。後は私自身もですね、ロータリ
アンになったのが 2 年ほど前になりますので、まだまだ学ばないといけないとこ
ろが沢山あると思うので、御指導いただけると大変有難いです。今後ともど
うぞよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。 
 

■慶祝スピーチ 上田穣君 

私、昭和 28 年生まれなんです。昭和 20 年に 

戦争が終わり、終わった年に生まれた人は 77 年 

も経っちゃってる。私が 2、3 歳の頃はすごく貧しかっ 

たんですよね。でも、小学校 5 年生で東京オリンピックが 

あったんですね。すごい勢いで新幹線ができ、高速道路ができて上を車

で鉄腕アトムじゃないけどもね、ああいうのがですねどんどんどんどん進んで

いき、すごく勢いというものがあり、すごい時代でしたね。なんて話をすると

長くなるので、そういう時代がありましたっていうお話でした。 

 


