
 

 

 

 

 

第 2969 回例会 No11 

 2015 年 9 月 29 日 

               
 

1. 開会点鐘 

2. ロータリーソング斉唱 

3. 会長の時間 

4. 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） 

5. 幹事および委員会報告 

6. 出席報告 

7. ニコニコボックス 

8. 閉会点鐘 

 

 

・10/24（土）友好都市十和田市訪問市民ツア

ーのご案内について 

        花巻市友好都市交流委員会 

・平成 27 年度赤い羽根共同募金運動における 

職場内募金の御協力について（お願い） 

   岩手県協同募金会花巻市共同募金委員会 

 ・10 月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ 1 ドル＝120 円 

               ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所 

 

■会長の時間    佐々木 史昭君 

「花巻祭り」 

 

 

 

 

 

 

みなさん、こんにちは。先週末は恒例の花巻祭りで

した。金曜日と日曜日はやっぱり花巻祭りらしく秋を感

じる雨になりましたが、中日の土曜日は見事な晴れ間

を見せてくれました。数年前から計画されていたギネス

にチャレンジのこの日、新たに設けられた審査項目で

ある”世界最大の御輿お披露目”、”World Largest 

Display of Mikochi”に挑み、上町の長さ６００ｍの会場

に１１４台の御輿が勢揃いし、審査ルールに則って５分

間お披露目を行い、見事にギネスブックの認証を頂き

ました。様々なギネス認定イベントに立ち会い、マスコミ

出演の機会も多いギネス・ワールド・レコーズ公式認定

員マクミラン舞さんが認定を読み上げる際も、使用して

いるマイクの調子が悪くハラハラさせられましたが、無

事認証となり、快挙達成となりました。御輿内訳は、一

般７２基、小学生４４基、中学生１３基なようですが、４０

０年以上も続いているこの地域の伝統が、実は世界一

のものであったということを再認識出来たのは本当に誇

らしいことであり、これを世界へ情報発信していくことは

大変重要なことだと思います。長年祭り実行委員会に

携わってご尽力頂いている吉田和洋君や関係者の皆

様に心から敬意を表したいと思います。 

 

さて来週日曜日から１週間、ホットスプリングスを訪問

致しますが、本日は一緒にＡＳＭＳＡの現地調査に行

って頂く花巻北高の細川英人先生がゲストとしてお越

し頂いております。先週花巻北高主催で壮行会も行っ

て頂き、花巻ロータリークラブから佐藤良介青少年奉仕

委員長と私と澤田常夫幹事とで出席させて頂きました。

さすがにそこでは今後研究テーマにしていくべきインタ

ーアクトについて話題にすることは出来ませんでしたが、

徐々に相互理解が深まっており、これからさらに連携を

深めていけるのではないかと楽しみに感じております。

現地にお土産に何をもっていくかという話では、花巻北

高さんのオリジナル手ぬぐい２種類をたくさんもってい

って頂けるとのことで、ＡＳＭＳＡのみなさまに喜んで頂

けるのではないかと楽しみにしています。 

私自身も、現地でお会いする多くの方々にどんなお

土産をもっていこうかと、花巻祭り最終日の日曜日、

産業祭りで花巻の特産品をいろいろ捜しました。今回
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ホットスプリングスでは、公式訪問するＡＳＭＳＡとレイ

クサイド高校のほかに、４カ所のロータリークラブを訪

問する予定になっていて、ホットスプリグスビレッジＲ

Ｃではゲストスピーチも予定されているらしく、１５分間

英語で何を話すのか今から頭が痛いですが、そのほ

かホットスプリングス市長、テネシー州から日本国総

領事も来られて会食も予定されているそうで、お土産

に大変頭を悩ますところです。結局、色々探し回って、

瀬山焼と鍛冶丁焼と早池峰焼きのお銚子とお猪口の

セットにしました。それと瀬川京染め店の宮澤賢治

「銀河鉄道の夜」と「よだかの星」のハンカチにしまし

た。もともとベン仕込みの特別純米酒４号瓶を６本も

っていこうと思っていましたので、日本酒ブームの火

付け役となるべく、かなり喜んでもらえるのではないか

と期待しております。 

 

また現地では、石崎青空さんの教師ぶりも見てきます

し、南部美人の英語パンフレットも持参し日本酒のプ

ロモーションも行ってきます。ホットスプリングス・ビレッ

ジ・ＲＣのメンバーとゴルフの予定も入れてくれている

ようですので、目の回る忙しさになりそうですが、存分

に楽しんで来たいと思います。１１月には花巻国際フ

ェアを予定していますが、ホットスプリングスＡＳＭＳＡ

レポートを行うほか、現地の石崎青空さんとインター

ネットで結んで現地レポートも企画しており、その段

取りも行って来る予定です。 

さて本日のゲストスピーチは花巻市総合文化財セン

ター所長中村良幸様から「橋野高炉遺跡と花巻のもの

づくり」というテーマで行って頂きます。みなさま興味深

く拝聴致しましょう。 

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 

『青少年のための月間に因んで』 

 

 

 

 

青少年奉仕大委員長 佐藤良介君 

ゲスト：ホットスプリングス、ＡＳＭＳＡの現地調査に

行って頂く花巻北高の細川英人先生。 

 

花巻市総合文化財センター所長・中村良幸様 

◆メインスピーチ 

「橋野高炉遺跡と花巻のものづくり」 

 

 

＜スピーチ要旨＞ 

祝世界遺産・橋野高炉跡 

～花巻も協力したんです～ 

  橋野高炉の完成まで 

・釜石市栗林の鉄鉱石は、寛文 3年（1663）には 

既に発見されていた採掘されていた。 

・享保１２年（1727）、盛岡藩は栗林の鉱石が日

本で出ないと言われた磁石であることがわかり、

鉱石の採掘を全面禁止にしている。 

・幕末になり、外国船が日本の周辺に出没するよ

うになると国防論が高まり、大砲の鋳造が盛んに

行われるようになった。 

 ・水戸藩の徳川斉昭は、ペリーの来航以来、国

防のために大砲の鋳造を急ぎ、技師として盛岡

藩士、大島高任を招聘した。 

・高任は、那珂湊に反射炉を建設し、大砲鋳造

に成功するが、原材料が砂鉄であったため、良

好な大砲とはならなかった。 

・高任は水戸藩に磁鉄鉱からの精錬を主張し、

釜石の大橋に洋式高炉の建設を計画。 

・盛岡藩は藩内の商人から出資金を集めて協力

し、安政４年（1857）初めて銑鉄の産出に成功し

た。 

          水戸の反射炉（復元） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31人中 12人の出席 

出 席 率  48.0％ 

前回修正  64.0％ 

◆メークアップ   

9/3(木)北上西 RC 

9/6(日)北上和賀 RC    例会訪問 

   9/10（木）花巻南 RC 

上田 穣君  

   9/10（木）ASMSA視察壮行式「花籠」 

        佐々木 史昭君、澤田 常夫君 

   9/12（土）花巻南 RC 大堰川清掃活動 

        三田 望君 

◆出席報告 

 

 

・高炉の内側を覆っていた耐火煉瓦は花巻の台

や湯口の粘土を使って製造され、鍛冶町焼の古

館家が関わっていたとされる。 

・水戸藩の大砲鋳造であったが、盛岡藩ではこ

の成功を喜び、安政 5 年（1858）橋野に洋式高

炉を拡大し、大砲鋳造を計画した。 

・しかし、同じ安政 5 年（1858）に日米修好通商

条約が結ばれ、大砲の需要は大きく減少した。 

・盛岡藩では、余った鉄の活用のため銭座の設

置を計画し、慶応元年（1865）に幕府に鉄銭鋳

造の許可を申請した。 

・慶応 2 年に幕府の許可が下りたため、大迫通

外川目村大倉掛に大迫銭座を開設した。 

（慶応 4 年には経営を盛岡の材木商・外川又造

に任せる） 

・許可された銭は、表に「寛永通宝」、裏に盛岡

藩の「盛」の字を刻したいわゆる盛岡藩でしか通

用しない「背盛字当四文銭」であった。(南部背

盛銭) 

・一年に五千貫を目指し、マニュファクチェア的

経営によって大規模に生産を開始し、1200 名ほ

どが従事していたといわれる。 

・しかし、生産が追いつかなかったことから、大迫

銭座の分座と称して大橋、栗林、橋野、左比内

などに次々と銭座を開設した。 

 

 

 

 

 

 

・すでに寛永通宝の背には「盛」の字は付けられ

ず粗悪銭が多くなっていった。＝鐚（ビタ）銭 
（びた一文） 

・明治 2 年（1869）6月、天候不順が続き、米価も

高騰したため、不安になった農民たちは「天候不

順は銭座の高炉が原因」という風評に踊らされて

銭座に押しかけ放火した。 

・これにより、大迫銭座は全焼し、実働 4年余りで

閉鎖された。 

・以後職人たちは大橋銭座などに移って、明治 4

年頃まで鉄銭の鋳造を続けたという。 

 

 

 

 

 

 

 

 
花巻産 耐火煉瓦 

 

左：大迫銭座？背盛なし / 右：大迫銭座 背盛銭 

 

◆委員会報告 

職業奉仕大委員長 谷村 繁君 

 

「橋野高炉遺跡と花巻のものづくり」 

 

 

10/20 菊の会合同移動夜例会 

｛南部美人視察｝のご案内。 



 

☆佐々木 史昭 君   

花巻祭りの世界最大の神輿のお披露目、ギネス認定

おめでとうございます。400年以上も続く花巻の伝統行

事が世界一の認定をもらい、誇らしい気持ちで一杯で

す。花巻祭り実行委員会他、関係者のみなさまに心か

ら敬意と感謝を申し上げす。 

 

★9/8 夜例会 ニコニコ Box追加のみなさま 

☆橋川秀治君 

ベル君の講演を聞けなくて残念です。せめて応援の気

持ちだけでもと思い、ベン君のお酒 5 本分のニコニコ

Box を致します。会社のみんなに宣伝し、今から上客

を養成しておきます。 

☆飯塚正晴君 

花巻に転勤になって早いもので半年が経過しました。

ベルのお酒で妻と乾杯！美味しかったです。 

☆上田穣君   

 

 

 

 

 

 

 

     ビーフカレー 

 

 

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） 

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） 

 

◆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 

 

 

 

 

  

 

右ﾍﾟｰｼﾞは、佐々木会長のホットスプリング市

での視察・活動の模様です。（FB より） 

オークローン RC 

ジャッキー・アリソン会長 

 

サンライズ RC     

カレン・ガルシア会長 

 

 

 

アーカンソー州唯一の日本語コースのプロジェクトに対

してホットスプリングスの ASMSA とレイクサイド高校に日

本外務省より 30,000 ドルの補助・授与式がありました。 

 

ﾎｯﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ・ﾅｼｮﾅﾙﾊﾟｰｸ

RC  ｱｰﾆｰ・ﾊｲﾝﾂ会長と

バナー交換。 

 

 

ﾚｲｸサイド高校訪問 

日本語を専攻される生徒の皆さん 

 

杵渕総領事とコーリー校長が目録を手に 

mailto:hrc@hanamaki-cci.or.jp

