
 

■第 3301 回例会 11 月 29 日 会長の時間  

皆様、こんにちは。今週はゲストとして暫くぶりに坊迫さんに 

お越し頂いております。お忙しいなか、大変ありがとうございます。 

公私にわたり大活躍のようですので、坊迫さんのスピーチ、 

大変楽しみにしておりました。どうぞ、宜しくお願いいたします。 

11 月 24 日、ぬくまるフードパントリーにご協力頂いた皆様、大変ありがとうございまし

た。多くの食料品価格が大幅に上昇しており、11 月の消費者物価指数が 12 月 23

日に総務省より発表されますが、1980 年代に記録した 3.6％前後に匹敵する最大

の伸び率になるものと予想されております。申込を頂いた 58 世帯の皆様には、例月に

もましてお喜び頂いたと認識しております。 

一方、11/24 東北電力が一般家庭の規制電気料金を 2023 年 4 月より、平均

33％値上げするとの発表がありました。前にもお話しましたが、電気料金は燃料費調

整制度にもとづき決定されておりますが、既に昨年来の円安、石炭、ＬＮＧの価格高

騰に連動し値上がりが続いており、経済産業省が認可している値上げ幅上限（2012

年 10～12 月、基準燃料価格 31,400 円の 1.5 倍）に達してしまいました。その結

果、大幅な赤字決算が見込まれるため上限撤廃を国に申請するに至りました。但し、

北海道、中部、関西、九州の 4 電力は値上げ申請を考えていないようですが、原発の

再稼動が進んでいる電力会社は値上げ申請を見送っております。残念ながら、東北電

力は原発の再稼動が進まなければ、更なる値上げが必要になるものと予想されます。 

先週、佐々木史昭さんから花巻・紫波地区に計画されている風力発電についてお

話がありました。8 月 30 日の例会で岩手県の再生可能エネルギーについてお話させて

頂きましたが、岩手県は再生可能エネルギーのポテンシャルが非常に高く、現在でも発

電に対する再生エネルギーの割合は全国トップクラスです。岩手県は平成 27 年に風

力発電推進計画を策定し 5 つの推進地域を選定しましたが、花巻・紫波地域がその

一つです。そして、今後、岩手県は再生エネルギーの主体を地熱、水力から風力を中

心とする旨を発表しております。但し、岩手県は今月初めに盛岡市、葛巻、岩泉町に

またがる大型風力発電（38～55 基）の計画に対し、同地区が絶滅危惧種イヌワシ

の繁殖地であるとの保護団体の反対を受け全面的見直し（事実上の撤退）を事業

者へ通知しました。花巻・紫波地域の計画に対しても、しっかりとした反対活動を展開

すれば見直しは確実に期待できるものと思います。北東北各地から風力導入に対し懸

念・反対の声が噴出し始めており、私も個人的にはこれ以上の風力、太陽光の推進に

は反対しております。しかし、岩手県には風力だけでも約 20 件の計画が予定されてお

ります。岩手県の豊かな自然が破壊されていく現実に対し、何らかの行動は必要です。

史昭さんの今後の活動を期待しております。坊迫さんの講和が控えておりますので、以

上をもちまして、会長の時間を終わらせて頂きます。 
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12月 6日 第 3302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.クラブ総会 

-次年度役員選出 

8.慶祝 

9.委員会報告等 

10.幹事報告 

11.出席報告 

12.ニコニコボックス 

13.連絡事項 

14.閉会点鐘 

会長 

 

 

親睦委員会 

 

会長 

 

吉田和洋会長ｴﾚｸﾄ 

 

 

幹事 

出席委員会 

ボックス委員会 

 

会長  
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月間テーマ：疫病予防と治療月間 

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 

・12 月ロータリーレート 1 ドル＝138 円 

〔ガバナー事務局〕 

・新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染症に関する友事務所対応の件(お知らせ) 

〔ロータリーの友事務所〕 

・公益社団法人花巻青年会議所 2023 年度 賀詞交歓会のご案内 

〔公益社団法人花巻青年会議所 第 67 代理事長 佐藤貴哉〕 

・花巻市友好都市交流委員会情報誌「ひと花」 第 31

号の配布について 

〔花巻市友好都市交流委員会 会長 佐藤良介〕 

・「盛岡いのちの電話広報 133 号」の送付について 

〔社会福祉法人 盛岡いのちの電話 理事長 右京昌久〕 

■出席報告 

32 人中 12 名 

出席率 50.0％ 前回修正 58.3％ 

■メーキャップ 

11/24(木)ぬくまる食堂フードパントリー 

藤田勝敏君・藤村弘之君・三田望君・浅沼幸二

君・稲田典之君・吉田和洋君・阿部一郎君・市村

律君・橋川秀治君・鹿討康弘君 

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 

★★11/29 のメニュー★★ 

白金豚ﾛｰｽｶﾂﾚﾂ 

ミネストローネ 

岩泉ﾖｰｸﾞﾙﾄのﾑｰｽ 

■今後の予定 

12/13(火)会員卓話又はゲストスピーチ(未定) 

12/20(火)クリスマス夜例会 

12/27(火)年末休会 

■その他 

12/22(木)ぬくまる食堂フードパントリー 



第 32 回 ぬくまるフードパントリー実施報告(簡易版) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

■第 3301 回 ニコニコボックス 

【藤田勝敏君】昨日、花巻商工会議所主催の永年勤続優良従業

員表彰式に御出席の皆様、大変ご苦労様でした。節度ある行動が

遵守された良い表彰式、祝賀会パーティーでした。 

【藤村弘之君】坊迫さんありがとうございました。今年のロータリー活動

も残すところ 1 ヶ月。それなのに 12 月理事会・例会休みますのでよろ

しくお願いします。 

【佐々木史昭君】昨日は、花巻商工会議所主催の永年勤続優良

従業員表彰式が行われ。市内の 220 名を超える方々が表彰を受け

られました。当社からも関連会社含めて 12 名が該当になりました。と

ても良く仕事をしてもらっている社員ばかりで、感謝の意を示すよい機

会となりました。今日は坊迫舞香さんゲストスピーチありがとうございま

した。すみませんが、所要があり早退します。 

【阿部一郎君】坊迫さん、ゲストスピーチありがとうございました。又、御

結婚おめでとうございます。今後も花巻のために、活躍して頂く事を祈

念します。 

 

 

■ゲストスピーチ 坊迫 舞香様 

        皆さんこんにちはお久しぶりです。今日は呼んでいただきまして誠にありがとうございます。ちょうど、花巻市にやってきたのが去年の 9 

月で、今日は 1 年経ったので活動報告をさせて頂こうかなと思っております。先程、少しご紹介もありまたが、結婚したのでその話 

は後半にお話させて頂こうかなと思っております。今日はこんな感じで自己紹介、活動報告、そしてこれからの活動についてお話し 

させていただきます。 

              自己紹介ですが、もう何度も呼んで頂いておりますので、改めてということになってしまいますが、もう一回覚えてもらうということも兼

ねてお話させていただきます。私、結婚しましたが、「坊迫舞香」のまま、旦那さんの方に苗字を変わってもらいました。滋賀県甲賀市出身で、花巻に

来る前は東京で働いていました。その前はメキシコで物流関係の会社で通訳をやっておりました。その後、東京の東証１部上場のインフォマートとい

う会社で営業をしておりました。2020 年の 9 月から花巻市地域おこし協力隊として着任し「シティプロモーション」というのを担当させて頂いておりま

す。シティプロモーションという形で田瀬を魅力的に！ということで、田瀬に「ぼうまい村」っていうのを今作っておりまして、こちらを東北一の観光地にす

ることが直近の目標です。結構大きく出ています(笑) 

 4 月からの活動についてカレンダー方式で報告をさせていただきたいと思います。まず、4 月です。 

ぼうまい村は今ホップの栽培をしております。で、隣の遠野市は日本有数のホップの名産地でありますが、田瀬も 

お庭に勝手にホップが自生するぐらいホップに適しているので、ぼうまい村でもやってみようということで、実際に遠野の 

方に行きまして、やり方を教えてもらいました。今ここに映っているのがホップの株、根っこの部分で、ちょっと株を分けてもらってどうやって栽培するのか

聞いたりしました。~中略~ 来年の活動についてなんですけど、ホップの規模を拡大しようとしています。今年は 12 本植えたんですけど、来年の    

ためすでに 50 本注文を入れ、がっつりホップを張り切ってやろうと思っております。それで、来年規模の拡大をするにあたり、 

オーナー制というのをやってみようかなと思っています。実は去年もやっておりましたが、去年は規模も小さかったので、自分が持って 

いるコミュニティでこっそりやっていましたが、今年はちょっと大々的にオーナー募集という形にさせていただきたいなと思っております。 

私は何か美味しいものを作るのが目的じゃなくて、体験であったり、「みんなで作る」というところを目標にしているので、こうやって皆

でワイワイできたらいいなと思っています。去年はちょっと初めてだったので全然計画とか皆さんに例えば今日収穫しますとかアナウンスできなかったの

で、1 回やってみてどういうスケジュールかだいたい把握したので、来年は 4~9 月まで作業があることをおおよそ予想ができているので、またイベントに

してみなさんに集まってもらいたいなという風に思っています。 

最後に、ご報告というところで結婚をいたしました。私、新しい道を結構切り開いていくタイプなので、今は別居婚という形をとっています。私、今回

両親にも彼氏がいることを伝えていなかったので、ちょうどフェスの時にうちの両親、祖母、妹とみんなで来てくれて、その時に彼氏も含めてみんなで焼

肉を食べた際に「突然ですが、坊迫がもう一人増えます！」と、発表したら騒然としました(笑) あと、彼のご両親が出向で北海道にいるということで

ちょっと会えないので、Zoom で始めましての挨拶をしました。別居婚なので、結婚した自覚もなく、のんびりと過ごしているという状態でございます。 

来年も頑張りますので、どうぞよろしくお願い致します！ 

 

 

■申込世帯数：58 世帯 

(代理引取：1 世帯、ドライブスルー引取：2 世帯) 

■参加者：会員 10 名・菊の会 3 名 

■お手伝い様：社協様 2 名 

■ボランティア様：8 名 

マーマフーズ社員 3 名、島様、髙橋様、阿部様、 

グルージャ盛岡福田様、その他 1 名) 

■ご寄付・ご協力者様(順不同) 

生協様・中央水産花巻様・やまそう様 

JA いわて花巻様・むすびえ様・インクルいわて様 

ファミマ鍋倉店様コープ花巻あうる様 

㈱焼肉冷麺・ヤマト様こどもの居場所ネットワーク様 

マーマフーズ様・岩手雪運㈱様・㈱エヌワイエス様 

モランボン㈱様・㈱美多加堂様・いわてグルージャ盛岡様 

 

 

 

 

★慶祝★ 

会員誕生日 高橋健君(21 日) 上田直輝君(26 日) 

夫人誕生日 上田昌子さん(20 日、穣君) 

結婚記念日 前田毅君/圭枝さん(1 日) 

結婚記念日 地蔵堂友信君/貴恵さん(13 日) 

 

 


