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◆例会プログラム
1.
2.
3.
4.

月曜日からマリコ・マッカランという日系女性のお宅
にホームステイし、本日初めてＡＳＭＳＡで日本語
の授業を始める予定です。どのような様子で授業が

開会点鐘
ロータリーソング斉唱
会長の時間
ゲストスピーチ.
『青少年のための月間に因んで』

花巻市総合文化財センター所長

中村 良幸様

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

行われているか興味津々です。ホットスプリングスか
らは彼女に関連する facebook 投稿が既に数回行わ
れていまして、元気でやっているようです。みなさま
も facebook で彼女と繋がって頂きますと、彼女の状
況を生で見られますし、直接メッセージを送れます
ので大変便利です。これを機会にぜひみなさまも
Facebook の活用をご検討頂ければと思います。

先日、二戸ロータリークラブの金沢貴子会長に連

◆幹事報告

絡し、ベンの件、ご理解を頂戴しました。本日は二

なし

戸ロータリークラブさんの昼例会で、南部美人久慈

◆第 2967 例会の概要
■会長の時間

佐々木

浩介社長がゲストスピーカーとしてベンの件でスピ

史昭君

「ベンの酒造りチャレンジ」

ーチの予定だったそうですが、先ほど久慈社長に
電話を入れてみたところ繋がらず、確認したところ
今日は上海に行っている、ということで相変わらず
忙しく飛び回っているようです。いずれ二戸ロータリ
ークラブでもベンの件をご認識頂き、１０／２０の私
たちの移動例会においても、南部美人から久慈社

みなさん、こんばんは。今年度初の菊の会合同

長、ベン、平野さんというベンご担当の方３名が例

夜例会にたくさんの方にお集まり頂き、ありがとうご

会にご参加頂くほか、二戸ロータリークラブのメンバ

ざいます。

ーも数名がいらっしゃって頂けるとのことで、これを
機会に二戸ロータリークラブの方々とも交流を深め

先週木曜日には無事、石崎青空さんがホットスプ
リングスに入りました。シカゴのオヘア空港で入国
手続きに時間がかかり乗り換えを予定していた国内

て参りたいと思いますので、みなさま宜しくお願い申
し上げます。
また、本日はこの２０日から私と一緒にホットスプリ

線に乗り損ね、リトルロック空港には予定より１時間

ングスのＡＳＭＳＡを現地視察に行く花巻北高校英

以上遅れて到着したようですが、夜遅くにも拘わら

語教諭柏山真哉先生もゲストとしてお越し頂いてお

ずホットスプリングスからメアリーやＡＳＭＳＡのコー

り、のちほどごあいさつを頂きたいと思います。宜し

リー校長先生、生徒、関係者など１０名を超える

くお願い申し上げます。

方々にサプライズ歓迎して頂いて、大いに感動した
ようです。先週末はメアリー・ニールソン宅で過ごし、

本日のゲストスピーチは、ベン・ベル君に行って
頂きますが、南部美人におけるアメリカ人の酒造り

チャレンジとして、今春ＢＳ朝日で放映されたＴＶ番
組約３０分を最初に見て頂いた後、彼自身により日
本語のプレゼンテーションを行って頂きます。ベン
は、来月１０月に南部美人の代表の１人として久慈
社長とともにニューヨークを訪れ、日本酒のプロモ

冒頭 30 分はＢＳ朝日の情報番組『オトナの社会

－ション活動を行い、現地で自分のやっていること

科見学』で南部美人の酒蔵を取材した「ニッポン

を英語でプレゼンテーションするそうです。また、来

の美酒！極上の酒造り」の放送をＤＶＤで視聴し

年には久慈社長ともどもホットスプリングスに入って、

ました。業界の革命児、久慈社長の伝統と革新を

現地の状況を視察し、現地の米の品質を確かめた

融合させた取り組み、ベン君の修行の様子が、よ

いという希望もあるようです。ベンの米国での酒造り

く判りました。

チャレンジもいよいよ現実味を帯びて参りました。こ
れからベン君が英語、日本語問わずプレゼンテー
ションする機会も増えていくにちがいありません。本
日はベンの本邦初の日本語プレゼンテーションで
すので、温かく見守って頂きたいと思います。花巻
ロータリークラブとしてもこれからこのプロジェクトに

丁寧な日本語ﾌﾟﾚｾﾞﾝでした！

どう関わっていくか、興味深く聴いて参りましょう。

ベン自身が仕込んだお酒を通じたベン支援の件
ですが、先週の理事会決議により、この支援をニコ
ニコボックスとして取り扱いたいと思います。ボックス

米作りも体験

一口３０００円とさせて頂き、ベンの仕込んだ特別純

日本語の勉強も大切！

米酒を献上し、１５００円は南部美人に、１５００円は

お

ベンの支援に充てさせて頂きます。ぜひみなさまい
つも以上にニコニコボックスへのご協力を宜しくお
願い申し上げます。
それでは本日も宜しくお願い申し上げます。

◆ゲストスピーチ

職業奉仕委員長、佐藤健一郎君からご紹
介がありました。

■ベン・ベルさんから「本邦初！日本語ﾌﾟﾚｾﾞﾝ」

☆吉田 和洋君

を頂きました。地元ＴＶやマスコミの取材が多か

ベン君、酒造り頑張って下さい。

ったこと、仕込みの説明、アメリカでの起業の夢

すみません、2 階での花中 PTA に出席のため、お酒

のお話などがありました。

を持って下へ降ります。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

☆伊藤 隆規君

◆出席報告

二戸訪問が楽しみです。またベン君仕込みのお酒
味わいたいと思います。またの機会もいいのかな！！

31 人中 14 人の出席
出 席 率 51.9％
前 回 修 正 63.0％
◆メークアップ
8/26（水）北上和賀 RC 例会
上田 穣 君
8/27（木）北上西 RC 例会
上田 穣 君

☆稲田 典之君
ベン君がアメリカで酒蔵を開くのを楽しみにしていま
す。

☆高橋 豊君
一番好きな酒は南部美人です。奇しくもベンさんが南
部美人で修行されスピーチ頂きました。是非アメリカで
酒造りを成功させて下さい。期待しています。

◆ニコニコボックス
☆佐々木 史昭 君
ベン君のスピーチ例会、とても美味しい南部美人特別
純米酒をいただき、上機嫌で例会を楽しませて頂きま
した。10/20 の菊の会合同移動例会も楽しみにしてお
ります。

☆澤田 常夫君
ベン・ベルさん、美味しいお酒に出来上がりましたね。
帰国してアメリカで日本酒ファンをたくさん作ってくださ
い。

☆阿部 一郎君
ベンくん、頑張れ！！

☆谷村 繁君 《非公開》

☆立花 徳久君
本日は出張のため欠席します。南部美人を手に入れ
るよう伝えておきます。

☆三田 望君
ベンさんスピーチありがとう。
しっかり修行をして、立派な日本酒を造って下さい。
岩手とホットスプリングスとの橋渡しになってもらえれば
うれしいですね。

☆鹿討 康弘君
南部美人さんの伝統を重んじながらも進化を続ける革
新的な経営手法に、同じものづくり企業として刺激を
頂きました。ベン君にとってもベストの修行先ですね！

☆笹木 賢治君

/ 滝田 吉郎君

ベン・ベル君 本日はゲストスピーチありがとうございま
した。早く美味しいお酒呑みたいよ～！！

☆佐藤 良介君
☆佐藤 健一郎君
職業委員会担当の例会が熱心な会員の意気に感動
しました。10 月の二戸への訪問が楽しみです。最高
の移動例会になることと思います。

ベン・ベルさんお酒美味しく頂きました。ホットスプリン
グスで作ったベンさんのお酒を早く飲みたいと思いま
す。これからも酒を通じてホットスプリングスと花巻の架
け橋になってほしいと思います。柏山先生には、２０日
からの現地視察よろしくお願いします。29 日の帰国報
告会を楽しみにしております。

◆懇親会の模様

阿部親睦委員長の軽妙な進行！と
「短めな」会長あいさつ。

国際奉仕大委員長、三田君の締めと、花巻鎮守
鳥谷ケ埼神社、宮司
会員選考委員長

高橋

豊君の乾杯で始まりました

稲田君の花巻祭り（11～

１3 日）成功祈願のあいさつ。

◆次回のプログラム
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）

◆今後のプログラム案内
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
佐々木会長と 20 日からホットスプリングス・ＡＳＭＳＡ

■るんびにい美術館長 三井信義 様

を現地視察に行くゲストの花巻北高校英語教諭柏
山真哉先生。

（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）
１０月２7 日(火)

クラブフォーラム

米山月間に因んで （米山委員会担当）
１１月３日（火） 休 会（文化の日）

いつも華やかな菊の会のみなさま。

◆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

