
 

■第 3302 回例会 12 月 6 日 会長の時間  

今日はこの後、クラブ総会が予定されており吉田エレクトより 

来年度の役員選出について上程がございます。どうぞ、宜しく 

お願いいたします。さて、先週の例会にゲストとしてお越し頂いた 

坊迫さんより、大変楽しい例会で 12/20 のクリスマス会にも是非参加したいとのご連絡

を頂戴しております。坊迫さんの他、日頃よりぬくまるフードパントリーでお世話になってい

る花巻市社会福祉協議会様へもご案内をしたいと考えております。どうぞ、ご了承願い

ます。 

お手元に配布の資料は花巻市社会福祉協議会が作成した花巻市内で子供達を

支援している団体の一覧です。花巻市社会福祉協議会さんを含め 7 団体が支援を

行っており、フードパントリー、子ども食堂関係が 4 団体、フリースクール、学習支援が 2

団体、学習支援兼フードパントリーが 1 団体となっております。各団体の詳しい活動状

況は存じあげておりませんが、食料支援関係が中心で開催が月 1 回というところがベー

スとなっているようです。私個人の私見ですが、ぬくまるフードパントリーを支えて下さる構

成メンバー、協力メンバー等を鑑みても、ぬくまるフードパントリーの支援内容はかなり充

実しているものと推察しております。現実的にこれだけ食料品をはじめあらゆる生活必

需品が値上がりしている折、当パントリーの活動の重要性は言うまでもありませんが、皆

様からお聞きした意見等を取りまとめ 1 月の例会にてご説明したいと考えております。そ

して、来年度の事業計画を策定するにあたり、吉田エレクトが中心となり対応を決定し

て頂ければ幸いです。 

最後に 11 月 23 日の新聞記事に国土交通省観光庁の令和 3 年度経済対策関

係予算事業の一つである「地域一体となった観光地の再生・観光サービスの高付加価

値化事業」について、取上げられておりました。この事業はポストコロナに向けた観光地

再生の取組を強力に支援するもので、自治体や DMO、5 団体以上の民間事業者の

申請が採択されれば上限 1 億円までの補助が交付される事業です。花巻市は花巻

温泉郷を計画地域とする計画を第 2 回目の審査会に提出し見事に採択されました。

現在、市内のホテル、温泉等の多くの施設で急ピッチに工事が行われているのはこの事

業を利用しているものです。特徴点は従来の団体客、宴会等から個人を対象とした設

備投資が行われているということです。コロナ感染が終息し、海外観光客(台湾、中国

関係)が回復してきたときに貢献できるのではないかと予想しております。花巻市は豊か

な温泉エリアを備えているので、北上市への大手工場進出の恩恵を受けながらも観光

の再生を図り、バランスのとれた地域発展が図られる事を期待しております。 

吉田エレクトの次年度役員選出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。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

     

 

  

 

 

12月 13日 第 3303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.「私の健康方法」発表 

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 

会長 

 

 

親睦委員会 

 

会長 

参加者の皆様 

 

 

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 

・2021 年度事業報告書の送付と基金へのご寄付

のお願い 

〔一般財団法人比国育英会バギオ基金〕 

 

■出席報告 

32 人中 13 名 

出席率 50.0％ 前回修正 57.6％ 

 

■メーキャップ 

12/4(日) 森川昭正ガバナーエレクト壮行会 

藤田勝敏君・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 

★★12/6 のメニュー★

★ 

 白金豚の野菜蒸し 

■今後の予定 

12/20(火)クリスマス夜例会 

12/27(火)年末休会 

1/3(火)年始休会 

1/10(火)慶祝・クラブ協議会 前期事業報告 

■その他 

12/22(木)ぬくまる食堂フードパントリー 
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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 3302 回 ニコニコボックス 

【藤田勝敏君】12/20 クリスマス夜例会、 

1/31 市内 3RC 合同新年会の準備に 

入ります。皆様の御協力、御支援よろしく 

お願い致します。クリスマス夜例会の演奏者 

の手配、浅沼さん大変ありがとうございました。 

【吉田和洋君】もうそんな月になってしまいました。次年度理事・役員

ご承認いただきありがとうございます。次は 3 月に向け委員長様をお

願いしてまいりますので宜しくお願い致します。刻々とその時が迫ってき

ます。胃腸を悪くしない様、努めます。 

【高橋豊君】我が家でコロナ感染が発生しましたが、幸い感染拡大が

なくてほっとしています。私も今年 1 年、風邪もひかず体調も良く、ま

ずまずの 1 年でした。残すところわずかですが、今月も気を付けて大

晦日を迎えたいと思います。皆さんも気を付けましょう。 

【佐藤良介君】11 月 28 日ホテル紅葉館において花巻商工会議所

第 72 回永年勤続優良従業員表彰式を行いました。今年は 55 事

業所から推薦された 224 名が受賞しました。壇上から見ていて、呼

名の際起立して一礼する一人一人の姿が頼もしく感じられました。ま

さに、「企業は人なり」を改めて実感致しました。 

【佐々木史昭君】花巻市の「多文化共生推進プラン」策定委員会の

委員長を引き受ける事になってしまいました。個人的には、グローバル

化の推進には慎重にあるべきだと思っていますので、市の方針と折り

合いが付くのかどうか心配ですが、国際交流協会理事長の立場上、

逃げられませんでした。心境は複雑です。 

【阿部一郎君】サッカーW 杯はベスト 8 の壁は厚かったと思います。

10 時に寝て 12 時に起きて 2 時で終わると思っていたら、延長で 30

分オーバーそして PK 戦、また寝れたのは 3 時過ぎでした。吉田エレク

ト次年度役員選出御苦労様です。3 度目の幹事として頑張って行

きますので、楽しい 2023-2024 年度にして行きましょう。 

【立花徳久君】12 月 19 日よりタクシー料金が値上り致します。初乗

り 540 円から 610 円になります。皆様今まで以上によろしくお願いし

ます。 

【橋川秀治君】先日、壱岐からカンパチの刺身が送られて来ました。

ロータリーの皆様に壱岐のお刺身を食べさせたいとのオヤジの気持ちで

すが、どうしたものかと考えあぐねて、冷凍庫で眠っています。 

【藤原喜子君】先週は急遽仕事が入り、出席できず、会議所の永

年勤続表彰式の受付で、会長はじめ皆さん口頭で欠席の旨お伝え

して申し訳ございませんでした。ところが、ウチの息子が火曜夜から発

熱しまして、私も濃厚接触者で日曜まで自宅待機で昨日から出社

でき、今日ロータリークラブにでられて、とっても嬉しく思います。来週は

また倫理の会絡みで富士山麓の富士研究所に 2 泊 3 日で行って

参りますので、残念ながら来週の例会お休みさせて頂きます。 

 

 

■クラブ総会次年度役員選出 会長エレクト 吉田和洋 

遂にそんな時期になってしまいました。 

2023-24 年度の当クラブの役員・理事を 

RI/地区に 12 月中に報告となります。 

花巻ロータリークラブ定款・細則に則して 

進めさせていただきたいと思います。なお、 

オブザーバー理事として、副幹事・第 2520 地区委員長職も理事会メ

ンバーとなっております。詳しくは活動計画書をご覧ください。ご承認を

上程させていただきますのは次の方々です。 

 

2023-24年度 花巻ロータリークラブ 役員・理事・オブザーバー理事

(案) 

□会長：吉田和洋  

□会長エレクト・副会長：藤村弘之  

□幹事：阿部一郎  

□会計：藤田直之  

□会場監督：橋川秀治 

■職業奉仕大委員長：稲田典之  

■社会奉仕大委員長：鹿討康弘  

■国際奉仕大委員長：三田望 

■青少年奉仕大委員長：立花徳久  

□直前会長：藤田勝敏 

【オブザーバー理事】 

※副幹事：松田健 ※第2520地区委員長：佐々木史昭 

 

以上の12名の方々です。ご承認をお願い致します。 

また、来年3月には次年度の各委員会の委員長様方を決めなけれ

ばなりませんので、そちらも順次会員の皆様へお願いして参りたいと思い

ますので、その際は快くご協力をお願い致します。若い方々も入会され

てきておりますので、活動に関わっていただけるよう委員長・副委員長へ

の就任もお願いして、元気な花巻ロータリークラブとして活動していきた

いと思いますので、積極的なかかわりをよろしくお願いいたします。 

また、2024-25 藤村会長年度には、当クラブの創立70周年が予定

されております。60周年の経験をもとに、準備委員会を設置し進めて

参りますので、ご協力をお願い致します。何かとやることが多そうな年度

となりそうですが、体調・胃腸を害しないように注意しながら務めて参り

たいと思いますので、ロータリー友情の寛大な心で支えていただきますよ

うお願いいたします！ 

 

 
■委員会報告 橋川秀治君 

この前私の卓話の中で活動紹介いたしました、 

子ども食堂に売上の一部を支援する自販機ですが、 

この前 11 月 23 日に子ども食堂の県内ネットワーク 

の勉強会がありまして、その中でご説明をさせていただきました。そして、

賛同を得られたということで前に進めていきたいというふうに思っています。

1 月にそちらの方々の説明会を行って、で、4 月からスタートなんですけど

も、3 月にプレスリリースをして、県下に協力を求めるという形で進めてま

いります。 

 先ほどの理事会でご相談したんですけども、半分は自販機を設置した

ところの応援したい子ども食堂に自動で行くんですけども、半分はプールし

てこれから始めるとことか沿岸とかは支援してくれる企業が少ないようなと

ころに助けれるような形にしたいということでお話をしました。それで分配を

どうするか、申請をしてもらってやるんですけどもその審査をインクルさんに

お願いしたい、と依頼したんですけども、ちょっとインクルさんの方で受けて 

 

頂けなかったということで、しばらくは私が集計します。ですので、理事

会の方にかけさせて頂いて皆さんにも相談して決めるというプロセス

でやらせて頂ければと思います。それで、社会奉仕委員会の方の支

援をいただくような形で進めたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 


