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◆例会プログラム

が、非常にコンパクトで、効率的な滞在となりました。詳
細は、この後お二人から生の声で報告して頂きますの
で、楽しみにお聴き頂きたいと思います。本日は１３：３

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
「ホットスプリングス報告その 2」
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

０の例会終了までお付き合い頂きますので、みなさまに
はニコニコボックスのご協力を宜しくお願い致します。

私からの視察報告は、来週の会長の時間と分けて行
おうと思いますので、本日は簡単に述べます。まず今
回の現地調査のミッションですが、大きくは３つありまし
た。１つ目はＡＳＭＳＡ（Arkansas School of
Mathematics, Science & Arts）と花巻北高の姉妹校
提携に向けた現地調査、２つめは石崎青空さんの日本
語コースの状況確認、３つめは日本酒造りがホットスプ

◆幹事報告
・12/3（木）～4（金）第 44 回ロータリー研究会
ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所
・国際ロータリー第 2520 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰエレクト事務所

リングスで実際どう位置づけられているのかの確認で
す。
ＡＳＭＳＡについてはお２人に報告頂きますので、ま
ずは日本語コースですが、９月第２週からＡＳＭＳＡとレ

開設のご案内
2016-17 ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所

イクサイド高校の２カ所で始まっています。この２つの高
校はある意味両極端な２高で、ＡＳＭＳＡはアーカンソ

◆第 2969（9/29）例会の概要
■会長の時間

佐々木

史昭君

会長の時間「ホットスプリングス報告（その１）」

ー州全体から集まってくる、全寮制で優秀な大学への
進学を希望する生徒が勉強に集中するための高校で
あり、日本語コースは約２０名弱の生徒に、ニールとい
う日本語が分かる補助先生が付いて、１週間に３コマ各
５５分の授業を行っています。それに対してレイクサイド
高校は、地域密着でその地域の子ども達全員が等しく
入る、小学校前の幼稚園から高校卒業までの約１４年
間、１学年平均２５０名が同じ学校に通う合計約３５００

こんにちは。みなさんは先週のシルバーウイーク、い
かがお過ごしでしょうか。私は、後半もお休みを頂き、
出入りも入れて８日間ホットスプリングスを訪問して参り
ました。私は３回目の訪問ですが、知り合いも増えてき
たこともあり、非常に有意義な訪問となりました。今回は
本日ゲストに起こし頂いている花巻北高の英語教諭細
川英人先生と柏山真哉先生の合計３名で訪問しました

名のマンモス校であり、その中で入れ替わり立ち替わり、
１０名前後の生徒を毎日３コマから４コマ教えています。
この２高は車で１５分程度離れているので、週に３日は
行き来が必要です。ＡＳＭＳＡはフォローもしっかりして
いて生徒も優秀なので先生的には割と楽なようですが、
レイクサイドはマンモス校で日本語コースもトップで決
められてスタートしたものの中間管理職以下にはまだ

浸透しておらず、放って置かれている感じも受けている

あり、今年は調査研究するという計画になっていますが、

ようで、ちょっと心配なところもあります。今はホームステ

花巻北高のためにもなるインターアクトクラブのあり方

イから離れ、姉妹都市コーディネーターのメアリーのお

について十分話し合い、実現に向けて、進められるの

すすめに従って２階建ての家を借りて１人で住み始め

ではないかと思います。２０１７年には英語教諭向けの

たようですが、洗濯機と乾燥機がなく、近くに住む先生

全国大会が花巻で開催され、花巻北高が主幹校、細

からお借りしているようですし、自分で運転するための

川英人先生が主担当をされるということですので、花巻

免許を取得する準備を進めているようです。日本語と

ロータリークラブとしても、支援を行っていけるのではな

日本文化を直接勉強できるところは、アーカンソー州で

いかと思います。

はホットスプリングスのこの２校だけであり、ホットスプリ

それでは本日の私の話はここまでとし、早速、花巻

ングスの魅力づくりの貴重なメニューとして、姉妹都市

北高のお二人から報告を聞きしましょう。宜しくお願い

基金や４つある各ロータリークラブを挙げてフォローし

申し上げます。

てくれています。
私たちの滞在中にテネシー州ナッシュビルにある日

◆ゲストスピーチ
『花巻北高の ASMSA 視察報告』

本領事館から杵渕総領事ご本人がホットスプリングスに
来られて、日本語コース開設プロジェクトに３０，０００ド
ルの補助を行う授与式が行われ、私も祝辞を述べ、懇
親会では総領事の隣に座らせて頂き、日本語でコミュ
ニケーション取る機会を頂戴致しましたが、日本国にと
っても地域に根ざして草の根的に日本文化を発信する

青少年奉仕大委員長 佐藤良介君

このような取り組みは極めて貴重であり、一から何もな
いところで同じ事をしようとしてもとても３０,０００ドルで
出来る代物ではなく、大変ありがたいとおっしゃってお
られました。杵渕総領事は外務省からワシントンＤＣ近
郊ボルチモアのジョンズ・ホプキンス大学院で学んでお
られ、新渡戸稲造や佐藤昌介の後輩、達増拓也知事

花巻北高校長 在原 眞 様

の５年先輩にあたり、知事とは旧知の仲でもあり、岩手
県に大変親近感をもっておられました。これからもよい
お付き合いをさせて頂ければと思います。

３番目の日本酒の話題はまた次回に行います。今回

花巻北教諭 細川 英人 様

は大変有意義な訪問でありましたが、その中でも最も
良かったのは、お二人の花巻北高英語教諭と色々コミ
ュニケーションを取る機会が得られ、お互いの立場、可
能性などを理解し合う下地が構築できたことではない
かと思います。私たちはインターアクトクラブというロー
タリークラブと高校生が継続して活動していくしくみが

花巻北教諭 柏山 真哉 様

◆委員会報告
社会奉仕大委員長 笹木 賢治君

「橋野高炉遺跡と花巻のものづくり」

10 月 13 日の例会

るんびにい美術館視察と

館長のゲストスピーチのご案内。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

帰国したばかりなのに、お疲れや時差ボケなど感じさ
せない、素晴らしい視察報告でした。
ありがとうございました。

2015 年 9 月 27 日（日）米山記念奨学会研修会
三田 望君 吉田 和洋君が出席してきました。

◆出席報告

質問をする、職業奉仕大委員長の谷村 繁君（左）と
国際奉仕大委員長の三田 望君（右）

31 人中 19 人の出席
出 席 率 76.0％
前回修正 76.0％
◆メークアップ
9/15（火）北上 RC
9/17（木）花巻南 RC
例会訪問
上田 穣 君
9/21（月）ホットスプリングスヴィレッヂ RC 訪問
佐々木史昭君

◆ニコニコボックス
☆佐々木 史昭 君
花巻北高の在原校長先生と細川教諭、柏山教諭に
おかれましてお忙しいところ、例会に御参加頂き、
ASMSA の現地調査報告を行って頂き、ありがとうござ
出席者全員で記念撮影

いました。今後、貴校の活きた英語教育に資する第一
歩となることを願ってやみません。

☆吉田 和洋 君

した。観光地を見てみると、不況ではないのかなと思わ

先生方、お疲れのところ、おいでいただき、ご報告あり

されました。

がとうございました。佐々木会長もお疲れ様でした。

☆橋川 秀治 君

長女（大学 4 年）が秋に一ヶ月間ホームスティでシドニ

佐々木会長より、お土産のピンバッヂを頂きました。

ーへ英語留学に行く事が決まりました。北高時代から

お土産話の続きも楽しみです。ありがとうございました。

行きたかった事が叶ったようです。応援したいと思いま

☆鹿討 康弘 君

す。

佐々木会長、細川先生、柏山先生、ホットスプリングス

☆稲田 典之 君

訪問、お疲れ様でした。在原校長先生、例会においで

佐々木会長、先生方 お帰りなさい。お疲れ様でした。

頂き、ありがとうございます。

妻の誕生日祝いありがとうございます。

佐々木会長！会長の強い要望により立ち上げた花

（来週欠席予定）

巻 RC の FB にも訪問の様子をアップしてくれたりする

☆佐藤 良介 君

と、広報委員として嬉しいです。

佐々木会長、細川、柏山両先生、ASMSA 現地調査
お疲れ様でした。今回の現地調査を基にして ASMSA

◆前回

第 2969 回例会のメニュー

と花巻北高との交流が始まり、両校の提携が実現しホ
ットスプリングスと花巻の友好の絆がさらに強まることを
期待したいと思います。皆様のご支援ありがとうござい
ました。

☆笹木 賢治 君
9/12 雫石球場で開催されたミズノ旗争奪北東北大会

『さわらのベニエ

タルタルソース』

◆次回のプログラム

で花巻リトルシニアが優勝しました。春の大会に続き連
覇し、花巻に優勝旗を持ち帰ることができました。
9/26 から山形県で開催されております秋季新人東北
大会は一回戦は秋田北に 4-0 で勝利しましたが、27 日

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）

◆今後のプログラム案内

の二回戦、優勝候補の黒松利府に 2-3 で敗れました。

☆滝田 吉郎 君
27 から 28 日、花巻信用金庫南支店の親睦旅行で善
光寺参拝と軽井沢、世界文化遺産・富岡製糸場、日本
三名泉・草津温泉に泊まる二日間の旅に夫婦で参加し
ました。天気も良く秋の美味しい地元の食材をいただ
いてきました。

☆阿部 一郎 君

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) ゲストスピーチ
■米山奨学生 温都娜（ウンドナ）さん （米山委員会担当）
１１月３日（火） 休 会（文化の日）
１１月１０日(火) 慶祝該当者スピーチ＜例会前理事会＞
１１月１７日(火) クラブフォーラム
■ﾛｰﾀﾘｰ財団月間に因んで（ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会担当）
１１月２４日（火） 会員卓話
■ 戸来昭浩君

佐々木会長、花北の細川先生、柏山先生、アメリカ訪
問、御苦労様でした。私事ですが、シルバーウィークに
妻と善光寺と日光へ行ってまいりました。自分には珍し
く朝早く行動しましたが、9 時過ぎには、すごい混雑で

◆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
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