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◆例会プログラム
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昨日の夕方には、花巻市及び花巻国際交流協会で
進めている中学生の海外派遣事業の出発式が行われ、
ホットスプリングス、ベルンドルフ、ラットランド、クリントン
の４カ所の姉妹友好都市へそれぞれ中学生６名と引率

開会点鐘
国歌斉唱
ロータリーソング斉唱
四つのテスト
会長の時間
慶祝該当者スピーチ
幹事および委員会報告
出席報告
ニコニコボックス
閉会点鐘

者合計２８名、そして大迫振興事業で大迫高校生２名と
教師がベルンドルフへ派遣され、今週続々出発します。
今年度４月に各中学校長宛に海外派遣事業要領を示
し、６月から７月にかけて書類選考に加えて面接と英語
スピーチを行ってもらい約２倍の倍率から派遣生２４名
を選抜し、８月から全６回の派遣研修を行い、私も毎回
理事長講話を１０分ずつ担当させて頂き、いよいよ現地
滞在７日間、出入りを入れて９日間の冒険旅行へと出か

◆幹事報告
・11 月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ 1 ドル＝120 円
ガバナー 菅原 裕典

けます。ぜひ貴重な経験をして無事に帰ってきて頂きた
いと思います。

◆第 2973（10/27）例会の概要
■会長の時間

佐々木

史昭君

「職業奉仕花巻地区野球大会」

さて、本日は少々職業奉仕のお話しをさせて頂きた
いと思います。
私は昨年から、花巻地区鉄構工業会の会長を務めさ
せて頂いておりますが、先週日曜日に、同工業会主催
の軟式野球大会が開催されました。といっても参加チー
ムは４社で、泉商店さん、今弘スチールさん、ヒラガさん、
そして当社中央コーポレーションでした。１回戦第１試合
中央コーポレーション対今弘スチールは６－５の僅差で

こんにちは。先週は、二戸の移動例会へ、会員１２名、
菊の会５名、合計１７名で出かけ、南部美人の酒蔵見学、
九戸政実の歴史学習、ベンの激励、そして二戸ロータリ
ークラブの皆様と懇親を深め、大変有意義な時を過ごさ
せて頂きました。私が特に感じたのは、以前と比較して
南部美人の久慈社長がアメリカでの日本酒造りへよほど
前のめりになってきたなということで、ベンの存在は南部
美人に確実に変革の種を与えているようです。私たち花
巻とのご縁があっての話ですから、ぜひ成功して頂きた

中央コーポレーションが逃げ切り、第２試合泉商店対ヒ
ラガは７－２で泉商店が勝ち、決勝は泉商店対中央コ
ーポレーションとなりました。２回終了まで当社が０－５と
リードされていましたが、３回に逆転し、最後は１３－７で
優勝させて頂きました。
花巻市営球場をお借りし、電光掲示板に社名、選手
名を表示し、社員ウグイス嬢にアナウンスをお願いして
環境を整えて運営しますと、なかなか楽しく大変盛り上
がりました。

いし、私たちも継続して関わっていきたいものと思いま
す。

花巻地区鉄構工業会は昭和４９年、当時花巻鉄工業

協同組合として事業に直接関わり合う共同受注や会員

なかなか貴重な経験をすることになりました。来年に向

互助などを目的として設立され、初代会長は私の祖父

け花巻鉄工会東西対抗戦をやろうとか、ナイターでやっ

高橋吉助が務めました。私の父佐々木郁夫が第５代会

てみようとか、色々なアイデアが出てきて、これから大変

長を務め、その後平成２年に組合としての役割は終えた

楽しみだなと思っております。ロータリーでいう職業奉仕

として発展的に解散し、新たに花巻地区鉄構工業会と

というのは、まさにこのようなことを言うのかなと感じ、ここ

して各社の情報交換や懇親を旨とする組織へ生まれ変

に紹介させて頂きました。

わり、初代会長に菊池工業の菊池社長が就任し、昨年
から私が会長をさせて頂いております。現在会員数は１

さて、本日は米山月間として、米山奨学生中国内モ

６社、当社のように工場を保有するヒラガさん、菊池工業

ンゴル自治区出身、岩手大学人文社会科４年に留学中

さん、伊藤工作所さんなどのほか、商社として東華商会

のウンドナさんと、カウンセラーをご担当されている花巻

さん、泉商店さん、今弘スチールさん、その他誘致企業

北ロータリークラブ菅原利直さんにお越し頂いておりま

のデンロコーポレーションさんなどが会員となっておりま

す。貴重なお話しを拝聴したいと思いますので、みなさ

す。

ま宜しくお願い申し上げます。

◆ゲストスピーチ
昨年会長に就任してから、この組織は会員各社から
どのような事を期待されているのだろうかと考え、各社長

米山奨学生 温 都娜さん（岩手大 4 回生）
米山ｶｳﾝｾﾗｰ

菅原 利直氏（花巻北 RC）

さんと話をし、今年から新たに始めたことがあります。私
たち経営者は、ロータリークラブ初め商工会議所、ある
いは青年会議所や商工会議所青年部など、様々な異
業種交流会のような会合があり、切磋琢磨を通じて成長
させて頂く機会が多いと思いますが、各社の経営者の
右腕となる若手幹部の方は会社で仕事を一生懸命やっ
て覚えたとしても、社外のことを学ぶ機会や他の会社の
同様な立場の方と切磋琢磨する機会が少ないのではな
いか、ということから、今年の花巻鉄工会の活動計画に、
会員各社から２名程度運営委員を出して頂いて運営委

温さんと菅原カウンセラーへの歓迎の挨拶と米山奨学
金の成り立ちと意義について語る三田国際奉仕大委
員長。米山奨学金制度は日本独自の奨学金制度
で、アジア各国の前途有望な若者に日本で学んで貰

員会を組織し、委員長副委員長を決めて企画会議を行

い、各国の発展に貢献して貰う意義深いもの。皆さま

ってもらい、企画書を正副会長宛に提出し、経営者と運

のご寄付総額で何名留学できるか決まります。

営委員会が同じテーブルで話し合って方針を決定し、
事業運営は運営委員が主体で行う、という取り組みを始
めました。
その第１回が今回の野球大会であり、おかげさまで
様々な工夫が随所に見られるようになり、限られた予算

温さんの紹介をする菅原利直氏

温さんは花巻北
RC で 初 め て 受
入れた奨学生。
ベン・ベル君にも
花巻祭りの山車

をうまく活用して賞品が大幅に増えるなど、各社社員が

造りやお酒の席

参加させられる側でなく、主催者側として主体的に事業

の気配りを伝授

に関わるようになり、他社の経営者と議論を交わすなど

しました。

内モンゴル自治区の
面積は日本の 3 倍。
故郷のオルドス市と
緯度も同じで雪が積
もり、四季が豊かな
岩手は大好き♪

素晴らしいスピーチを頂いた温さんと菅原カウンセラーに
佐々木会長より謝礼とお土産が贈呈されました。

高３の時、日本の NPO の植林に参加し、日本人のイ
メージが変わった。日本人は顔も似てるし、相手の立場
に立って考える所に共感し、日本留学を決めた。
内モンゴルは草原ばかり
ではなく近代的な都市
も。習志野で 2 年間語
学留学後、雪恋しさに
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
岩手大学を受験、経
済学部で経営を学ぶ。
お母さんにはダメだと言われ
てた馬乳酒（アルコール濃
度約 ４ ％） です が、 祖父
母っ子だったので小さい頃か
ら飲んでました(笑)
大きなお魚丸ごとをお土産に貰い困ったことや就職活動の
悩みをカウンセラーに支えられて乗り越えたエピソード等、

最近、東京のお米を扱う商社に風職が決まったそう♪
温さんのご活躍を心よりお祈り申し上げます！多謝！
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

◆出席報告

素晴らしい日本語でのスピーチに会場も沸きました！
３１人中１4 人の出席
出席率
51.9％
前回修正
66.7％
メークアップ
なし

◆ニコニコボックス

☆髙橋 豊 君
TPP も大筋合意となりましたが、当社も米の輸出事業を

☆菅原利直 君（花巻北 RC）

始めました。10 月 8 日、青森事務所倉庫に於いて青森

本日はよろしくお願いします。

県産米「まっしぐら」180t の輸出出荷式を行いました。

☆佐々木 史昭 君

八戸港より香港、シンガポールへ少しずつ輸出する計

ウンドナさん、本日は花巻ロータリークラブまでお越し頂

画です。青森県の TV、新聞に発表されました。

き、ありがとうございました。日・中のかけ橋として大いな

農産物輸出の

るご活躍をご期待申し上げます。

際、港に必要な低

☆上田 穣君

温倉庫が岩手に

10 月 22 日(木)に北上３RC で開催された「いも煮例会」

ない。TPP をチャン

に参加してきました。各クラブ代表 2 名が歌うカラオケ大
会が愉快でした。
本日は仕事の打合せで早退します。すみません。

スにするためのイン
フラ整備を！
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

ウンドナさん、これからもがんばってね！！

☆三田 望 君

◆第 297３回例会のメニュー

ウンドナさん、スピーチありがとうございました。菅原利直
カウンセラー、時間を割いて頂き、ありがとうございます。
日本語が上手でびっくりしました。内モンゴルがすごく
身近に感じられました。いつか必ずモンゴルの砂漠に
行きたいと思います。

☆吉田 和洋 君
先週は楽しいバス旅例会・二戸でした。おいしい日本酒
三昧でした。本日はウンドナさん菅原さん例会へおいで
頂きありがとうございました。

『てんぷら』 (衣厚め)

◆次回のプログラム

☆鹿討 康弘 君
米山奨学生、温都娜（ウンドナ）さん、米山カウンセラー

１１月１７日(火)

菅原利直様、ようこそいらっしゃいました。
東京の商社へのご就職、おめでとうございます。

ロータリー財団月間
■ゲスト地区Ｒ財団委員梶浦正氏
（ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会担当）

◆今後のプログラム案内

ご活躍をお祈り申し上げます。

☆立花 徳久 君
２週続けて欠席してしまい、二戸に行けず残念でした。
先週、人生は津のゴルフをして来ました。しばらくもうし
たくありません！
花中のハンドボール部が県大会新人戦で優勝して富山
で行われる全国大会に出場します。ガンバレ！！

１１月１７日(火)

ロータリー財団月間
■ゲスト地区Ｒ財団委員梶浦正氏
（ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会担当）
１１月２４日（火） 会員卓話
■ 小山田泰彦君
１２月１日（火） 慶祝該当者スピーチ＜例会前理事会＞
１２月８日（火） クラブ総会「次年度役員選出」
１２月１５日（火） 会員卓話 ■戸来昭浩君
１２月２２日(火)クリスマス例会『ホテルグランシェール花巻』
１２月２９日(火) 年間スケジュールにより休会

◆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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