
 

◆第 3312回例会 2月 28日 会長の時間   

本日はご案内のとおり、この後、三田望君と佐藤良介君の 

叙勲・花巻市市勢功労者表彰受章祝賀会が予定されており、 

祝賀会でも会長挨拶がございますので会長の時間は手短に 

お話させて頂きます。 

先週の例会で花巻市地域おこし協力隊内田祐貴君にお越し頂き、スピーチをお願

いしましたが、当クラブの会員の皆様からの応援、激励に大変感謝しておりました。あら

ためて、ロータリークラブの活動の一環として地域の発展のため頑張っている若者の応援

が必要と感じた所であります。会員の皆様で地域発展のため頑張っている若者に心当

たりがある方は、是非、ご紹介頂ければと思います。簡単ですが、以上をもちまして会長

の時間を終わらせて頂きます。本日はどうぞ、宜しくお願い致します。 

【会長挨拶】 

先程は例会ご苦労さまでした。先輩方を前に僭越ではございますが、私からご挨拶させ

て頂きます。この度は三田望さんが令和 4 年度の花巻市市勢功労者表彰、佐藤良

介さんが同じく花巻市市勢功労者表彰並びに令和 4 年の春の叙勲におかれまして旭

日双光章を受賞なされましたこと、誠におめでたく心よりお祝い申し上げます。花巻 RC

クラブにとっても、大きな喜びでもありそして誇りでもあります。 

お二人の長年にわたる花巻市への御功績、御活躍は私が説明するまでもなく会員

の皆様がよくご理解しておりますし、この後、高橋会頭より会員を代表して「お祝いの言

葉」をお願いしておりますので、私からお二人の詳しいご活躍の内容については省略させ

て頂きますが、現在、三田さんは倫理法人研究所の法人スーパーバイザーとして全国

を行脚し指導役として御活躍とお聞きしております。また、佐藤良介さんにおかれまして

も、岩手県商店街振興組合連合会の会長として花巻市のみならず岩手県の代表とし

てご尽力しているとお聞きしております。個人的には三田さんとは三田さんが長年務めら

れてきました岩手県高圧ガス保安協会花巻支部支部長と花巻 LP ガス防災センター

理事長の要職を数年前引継いでおります。LP ガス業界において花巻支部の纏まりの

良さ、行動力は県内でも高く評価されており、私も微力ながら業界発展の為、努力し

てまいります。引続き、ご指導をお願い致します。 

また、良介さんには私の前職である岩手銀行花巻支店の後援団体「岩銀とくする

会」の会長を務めて頂いております。岩手銀行の支店長は 2～3 年で転勤し、花巻を

あまり熟知していない職員が支店長に就任する場合も多々あり、ご迷惑をおかけする

場合もあるかと思います、どうぞ、ご指導のほど宜しくお願い致します。 

今日は限られた時間となりますが、お二人の受賞を会員の皆様でお祝い出来ればと

思います。お二人の今後、益々のご活躍を祈念しまして私からのご挨拶とさせて頂きま

す。本日は、どうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

     

 

  

 

 

       

 

3月 7日 第 3313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.慶祝 

5.会長の時間 

6.委員会報告等 

7.幹事報告 

8.出席報告 

9.連絡事項 

10.閉会点鐘 
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月間テーマ：水と衛生月間 

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 

 

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 

★★2/28のメニュー★★ 

■今後の予定 

3/14(火) クラブ協議会 次年度各委員選出 

担当：吉田エレクト 

3/21(火) 休会 春分の日 

 

■その他予定 

3/11(土)、12(日) 

第 34 回ロータリーカップ花巻地区小学生親善 

バレーボール大会 

■幹事報告 

・2023 年 3 月ロータリーレート 1 ドル 136 円 

〔ガバナー事務所〕 

・RI会長杯ワールドゴルフ大会のお知らせ 

〔国際ロータリー第 2620 地区 ｶﾞﾊﾞﾅｰ淺原諒蔵〕 

・花巻市友好都市交流委員会情報誌「ひと花」第

32 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〕 

・柴田 RC 創立 60 周年記念式典及び祝賀会 

〔柴田 RC〕 

■出席報告 

32 人中 19名 

出席率 65.5% 前回修正 68.9% 

■メーキャップ 

2/22(水)ぬくまる食堂フードパントリー 

藤田勝敏君・藤村弘之君・阿部一郎君・橋川秀

治君・稲田典之君・市村律君 

2/23（祝木）地区チーム研修セミナー  

佐々木史昭 君 

2/24(金)2 分区会長幹事会 

藤田勝敏君・藤村弘之君 5(水)ぬ 



■第 3312回ニコニコボックス 

【谷村繁君】三田望さん、佐藤良介さん、名誉あるご受章まことに

おめでとうございます。今後ますますのご活躍をお祈り申し上げます。 

 

 

 

■花巻市市勢功労者表彰受章者 三田望君 挨拶要旨 

まず今日はこのようにﾛｰﾀﾘｰの仲間からですね、 

我々のためにこのような席を用意して頂いて、本当 

に恐縮すると同時に本当に有難いなあと感謝をし 

ております。考えてみますと、今回の受賞もです

ね、私の場合は畑違いみたいなもんで、仕事の方でもありませんし、業

界の事でもございませんでした。まさに「ええ？」というくらい、なんか地方

自治功労というなんか大げさなもので、私なんかが貰っていいのかなぁと

いう風にお話を聞いた時は思いました。でもまあ、市民憲章もずっと今

迄長く歴史を辿ってきていますので、その間お世話になった方たくさんい

らっしゃいます。そういう方々のために、受賞させていただくのもこれもまた

何かひとつのご縁かなあと思いながら、有難く頂戴したわけです。 

 考えてみますと市民憲章もですね、私は青年会議所の若手の代表と

いうことで参加をさせていただきまして、それからの縁で今があるわけなん

ですけれども、実はそれが出来たのは昭和 59 年、ちょうど市勢功労の

30 周年の記念に市民憲章が制定されました。で、そこからずっと関わっ

ているんです。そして 40 歳で青年会議所が終わって、その時にロータリ

ーに入らせていただきましたので、振り返ってみますと、今、さっきいった喜

寿ですから、37 年間ですかね、随分いっぱい大金を納めたなあと思っ

たりして(笑)そういうことで、もうずっとロータリーの方にお世話になってい

るので、感謝しきれないくらいです。まあ一番の財産は、ロータリーの皆さ

んとですねこうやって知り合い、いろんなことを教えていただきながら和気

藹々と過ごしてくることが出来て、長い間本当に感謝しかありません。こ

れからもどうぞ見捨てずに、お付き合いを頂ければ大変有難いと思いま

す。今日は本当に有難うございます。 

■花巻市市勢功労者表彰・旭日双光章受賞者 佐藤良介君 挨拶要旨 

今日はですね三田さんと私のためにこのような祝賀会 

を開催して頂きまして、本当に有難うございます。先 

ほどご紹介ありましたように、昨年の 4 月の春の叙勲 

におきまして旭日双光章を受章いたしました。また、

11 月 3 日には花巻市市勢功労者表彰を受章いたしました。春と秋

に国と市から非常に大きな賞を頂いたということは非常に光栄に存じて

いるところでございますし、非常に嬉しく思っているところでもございます。

これもひとえに、私ひとりの力ではなくてお支え頂いた皆さんのお力の賜

物ということで心から感謝申し上げたいと思います。改めて御礼申し上

げます。 

春の叙勲に関しては、コロナ禍ということもありましたので、中央での

伝達式、それから皇居への拝謁も中止になっておりました。今年の 2

月 9 日に皇居見学会というのがございまして、初めて行ってまいりまし

た。今回は経済産業省から叙勲があった方々28 名でしたが、ご一緒

に大前殿をはじめ皇居の中を見学させていただきました。非常にやっぱ

り厳粛な気持ちで皇居の中を回らせて頂きました。私も三田さんと同じ

ように、ロータリーそれから商工会議所といろいろと皆さんにお世話になっ

てきているわけですけれども、今日はロータリーの会合でもありますので、

ちょっとロータリーについてお話させて頂きます。実は私の祖父も花巻ロ

ータリークラブの会員でございまして、父は花巻南ロータリークラブの会員

で、私は花巻ロータリークラブの会員ということで親子三代でお世話にな

っております。小さい時からロータリーのマークが入ったコーヒーカップとかで

すね、スプーンとか見ているのもありまして、小さい時から非常に親しみを

覚えていました。私一人だけではなく親子 3 代に渡って皆様に大変お

支えいただいて今日の受章はあるのだろうと思っております。長い間皆さ

んに支えられて今日があるということを改めて実感しながらですね、これ

からも精一杯努めて参りたいと思いますので宜しくお願い致します。   

第 35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 

★慶祝★ 

会員誕生日：高橋豊君(2日)、阿部一郎君(5日)、

下坂和臣君(11日)、高橋典克君(14日)、市村律君

(15日)、鹿討康弘君(29日) 

夫人誕生日：佐々木啓子さん(2日 史昭)、浅沼葉

子さん(3日 幸二)、市村香子さん(3日 律)、下坂琴

音さん(4日 和臣)、小山田智美さん(12日 泰彦) 

結婚記念日：笹木賢治君/修子さん(13日)、鹿討康

弘君/つぐみさん(14日)、上田直輝君/恵さん(20日)、

下坂和臣君・琴音さん(23日) 

 

■申込世帯数：66世帯 

(新規世帯：8 世帯、 

代理引取：2 世帯、キャンセル 3 世帯) 

■参加者：会員 6名・菊の会 5名 

■お手伝い様：社協様 2 名 

■ボランティア様：7 名 島様、阿部様、 

小原様、田村様、マーマフーズ社員様(2 名)、 

グルージャ益子様、生協あうる藤村店長様) 

■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・めし屋タカハシ様 

 

 

 

 

~記念の集合写真~ 


