
 

 

 

 

 

第 2966 回例会 No8 2015 年 9 月 1 日 

 

               
 

1. 開会点鐘 

2. 国歌斉唱 

3. ロータリーソング斉唱 

4. 四つのテスト 

5. 会長の時間 

6. 慶祝該当者スピーチ 

7. 幹事および委員会報告 

8. 出席報告 

9. ニコニコボックス 

10. 閉会点鐘 

 

 

①11/7（土）第 5回花巻市社会福祉大会の 

後援について 

     ・社会福祉法人花巻市社会福祉協議会 

②2015-16年度活動計画書 

                ・北上西ロータリークラブ 

③2015-16年度活動計画書 

                ・北上和賀ロータリークラブ 

④2015-16国際ロータリー第 2520地区 

    インターアクト年次大会 ご報告 

 ・一関ロータリークラブ / 一関修紅高等学校  

 

■会長の時間    佐々木 史昭君 

 

 

 

 

 

 

 

 

「花巻の国際交流について（その１）＿ 

花巻北高への支援」 

 

本日のゲストには、改めて石崎青空さんにお越し頂

いております。石崎青空さんは米国札幌領事館に先週

の火曜日出向いて就労ビザ面接を受け、現在発行待ち

中であり、受領次第渡米され、ご案内の通り花巻市の姉

妹都市であるホットスプリグスのＡＳＭＳＡとレイクサイド

高校で日本語教師として教鞭をとられます。日本語コー

スの責任者としてご自身で教育カリキュラムを立てられ、

現地の高校生に毎日授業をなさいます。２０歳代の若い

女性にこのような未知のチャレンジに手を上げて頂きま

したことに対し、改めて敬意を表し、心から感謝申し上

げたいと思います。石崎さんのおかげでこれから花巻市

の国際交流は新たな可能性を切り拓くことが出来、ホッ

トスプリングスの国際理解教育に貢献でき、ＡＳＭＳＡと

花巻北高が姉妹校関係を結ぶべく動きだし、花巻ＲＣと

ホットスプリングス・ビレッジＲＣとの架け橋となって頂け

ることを大いに期待したいと思います。花巻ロータリーク

ラブ親善大使の委嘱状をお渡しし、当クラブのニコニコ

ボックスとフクロウ募金からの支援金をお渡しさせて頂き

たいと思います。どうぞ存分にご活用頂き、日米の架け

橋としてご活躍頂きたいと思います。 

さて、本日の会長の時間では、花巻の国際交流につ

いて少々お話させて頂きたいと思います。私が花巻国

際交流協会を見させていただくようになり２年と５ヶ月が

経過し、その現状がよく見えるようになりました。まず前

提として姉妹都市の相手先についてお話を致します。

私はまだホットスプリングスしか行ったことがないので、こ

れから数年かけてすべての姉妹都市を回りたいと思っ

ていますが、ホットスプリングスは本当に姉妹都市相手

先として申し分のない、花巻にはもったいないところで

す。姉妹都市締結後２２年になりますが、当時花巻では

相手先を捜すのに外務省に正式ルートを通じて依頼し、

アメリカ国内で複数の候補を提示してもらい、ホットスプ

リングスを選びました。同様に米国側では米国国務省を

通じて花巻市を認識し、選ばれて姉妹都市となっており
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ます。双方とも国家機関のお墨付きの相手という血統書

付きの関係であります。これは本当に素晴らしいことで、

花巻の先人の偉業以外何ものでもありません。平成２５

年にはホットスプリングスの姉妹都市交流プログラムが

日本の外務大臣表彰を頂戴していますが、両市の姉妹

都市交流の毛並みの良さが大きくものを言っていると感

じます。また、今年になってホットスプリングスの日本語

コース開設プロジェクトに日本財団が補助金交付を決

定していますし、ベンが取り組んでいる日本酒プロジェ

クトには全米姉妹都市協会からイノベーション大賞が授

与されていますが、そのベースには毛並みの良さがある

としみじみ感じます。もちろん、ホットスプリングス自身の

創造力、企画力が極めて優れていることは言うまであり

ません。 

それでも実際に交流しようとすると色々な問題が出て

参ります。これまで花巻市は英語の出来る一般職の方

が先方の姉妹都市コーディネーターと英語メールでや

りとりし、担当者の判断が行われた上で、上司に報告さ

れ、ある意味担当者の判断で物事が進められていまし

た。少々担当者としてハードルが高いリクエストに対して

は、ネガティブな対応にならざるを得なかったと思いま

す。それが今、私が少々英語が出来ること、Facebook と

いう文明のツールを日常的に使っているおかげで、ダイ

レクトに生のリクエストが直接理事長に入ってくるように

なった、これが大変大きいと思います。企業経営者の感

覚からすると、これは当然行って然るべき！というような

ことが少なくとも３つあって、いま花巻国際交流協会と花

巻ロータリークラブにおいて取り組んでいるところです。 

 

まず１つめはベンの日本酒インターンシップの話です。

美味しい日本酒造りを学びたい！という現地の生の声

に対し、花巻市では地元酒蔵に聴いて難しいとわかっ

た時点で、他市まで働きかけたりすることは出来ません

でした。しかし、経営者感覚で言うと先方の熱い思いが

伝わってきましたし、このプロジェクトの可能性にピン！

と来て、南部美人に相談してみようと、まずは旧知であ

った久慈浩介社長に相談したところ二つ返事でＯＫとな

り、今のベンのインターンシップに繋がっています。 

 

２つめはホットスプリングスの高校における日本語コ

ースの新設と日本語教師の派遣です。花巻市役所は市

教育委員会と相談して可能性のある市内の英語教師を

あたってくれましたが、さすがに難しそうだとわかった時

点で、ネガティブな返事をするしかありませんでした。し

かしそれを教育長と相談して協会で公募することとし、

石崎青空さんという希有な方と巡り会い、日本語教師派

遣に繋がりました。 

 

そして３つめは、ホットスプリングス側からは高校生が

派遣されてくるのに、花巻側は中学生を派遣していると

いうミスマッチの解消です。アーカンソー州を代表する

ＡＳＭＳＡという素晴らしい進学校がホットスプリングス市

にあり、花巻の高校との交流を求めてきているのに、前

向きの対応が出来なかった。市の教育委員会は中学校

を管轄し、高校は県の教育事務所が管轄しますから、

縦割り行政で考えると確かに難しい。先方は費用対効

果、合理性を考えて高校生を派遣されるので、ホームス

テイをしても高校生と中学生との交流になってなかなか

中身の濃いものになりにくいのです。花巻市も市の予算

では高校生の派遣は基本的に難しいの一点張りで、盛

岡一高の事例に学びました。高校同窓会組織による資

金集めです。これを何とか花巻北高でできないものかと

何度も説得に赴きました。花巻北高も独自で調査をされ、

ＡＳＭＳＡのポテンシャルの高さをご理解頂き、姉妹高

校締結へ向けて動き出しました。今年は現地視察事業

として教師を２名派遣して頂きますが、花巻北高がその

気になってくれたのはものすごい進歩です。 

 

花巻ロータリークラブはこの花巻北高の事業に青少

年奉仕として助成を行いたいと考えています。来年本当

は学生２名、先生１名の３名でも良いから、１ヶ月間くら

い派遣し、ホームステイや学校生活を経験させてあげた

いところです。しかし一歩一歩出来る範囲でやっていく

しかありません。 

 

みなさまにはぜひご理解を頂き、ご支援を賜りたいと

思います。ご清聴ありがとうございました。 

 

 

  



 

 

■石崎青空さん 

  花巻 RC 親善大使委嘱状授与式 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■花巻 RC の IT 化について 

（広報委員会担当） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆クラブフォーラム 

 

 

 

 

 

  

  

『親善大使委嘱状』 『名刺、御餞別、活動資金』 

佐々木会長よ石崎青空さん 

 【トップページ】 

【会長挨拶ページ】 

 

 

 

【会員紹介（HP）ページ】 

【年間プログラムページ】 

【会員専用サイト】 

メンバーズサイト（会員専用）は 

・ユーザー名・パスワードを入力。 

第 2520 地区 80 クラブ中、HP があるのは

花巻含めて 22クラブのみです。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31 人中 17 人の出席 

出 席 率  69.3％ 

前 回 修 正  69.3％ 

◆メークアップ なし 

 

 

☆佐々木 史昭 君   

本日は大変にぎやかな例会になりましたこと、御参加頂

いた皆様に心から御礼申し上げます。鹿討委員長を支

える入会後、間もない広報委員の皆様も御参加大変あ

りがとうございます。これからも皆様の御支援を頂いて、

にぎやかで楽しい例会にして参りましょう。 

☆上田 穣君 

先日、おふくろ孝行ということで仙台七夕と松島見物に

行ってきました。今年は猛暑で、どこへ行ってもアツイア

ツイと大変でしたが、親のヨロコブ顔に熱い思いも感じま

した。親善大使として石崎青空さんの活躍を祈念してお

ります。 

☆吉田 和洋君   

イーハトーブフォーラム、花火も無事終わりました。天候

もそうでしたが、昼過ぎより北上川が増水し始めハラハ

ラドキドキでした。皆様ありがとうございました。石崎さん

のご活躍を期待します。 

☆三田 望君  

石崎青空さんがホットスプリングスヴィレッヂ R・C との

『かけはし』として活躍を期待しております。得難い体験

を通して真の国際奉仕を体得して下さい。姉妹クラブの

絆が強くなれるよう願います。 

☆高橋 嘉信 君 （北上和賀 RC） 

久しぶりに貴クラブにてメークアップさせて頂きました。

自分のクラブ例会欠席が多くなりそうなので、今後もお

世話になります。 

 

 

 

 

 

 

北上和賀 RCから高橋嘉信君と小笠原徹宗君が 

メークアップで参加頂きました。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月 ８日（火） 菊の会合同夜例会 

■ゲストスピーチ／ベン・ベル（職業奉仕委員会担当）    

 

   

９月１５日（火） ■ゲストスピーチ／ 

花巻市教育委員会教育長     佐藤 勝様  

（青少年奉仕大委員会担当） 

９月２２日（火） 休 会（国民の休日） 

９月２９日（火） ゲストスピーチ 

■花巻北高の ASMSA 視察報告（青少年奉仕委員会担当） 

１０月６日（火） 慶祝該当者スピーチ ＜例会前理事会＞ 

１０月１３日（火） ゲストスピーチ 

■るんびにい美術館長 三井信義 様（人間尊重委員会担当） 

１０月２０日(火) 菊の会合同移動夜例会 南部美人視察 

                        （職業奉仕委員会担当） 

 

◆出席報告 

◆ニコニコボックス 

◆前回例会のメニュー 

◆次回のプログラム 

◆クラブ会報委員：鹿討康弘/多田浩二/佐藤誠吾/ 

鳥畑昭裕/橋川秀治/小山田泰彦/飯塚正晴 

◆事務局 〒025-0075  花巻市花城町 10-27 

花巻商工会議所内 花巻ロータリークラブ 

TEL /FAX : 0198-41-1133 

Mail : hrc@hanamaki-cci.or.jp 

URL   http//www.hanamaki-rc.com  記事担当/鹿討 

 

  

 

 

◆今後のプログラム案内 

間八カマ塩焼き 
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