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◆例会プログラム
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

また花巻ロータリークラブが支援している石崎青空さ
んがホットスプリングスからスカイプで中継画面に出演し、
ＡＳＭＳＡとレイクサイド高校で日本語を学ぶ生徒たちと
一緒に、花巻の会場にいらっしゃった市民の方々と日
本語で直接やりとりし、アーカンソー州で唯一の日本語
コースの教師である石崎青空さんの存在を再認識して
頂けたと思います。

◆幹事報告
幹事報告
12 月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ １ドル＝１２０円
ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所

◆第 2976（11/24）例会の概要
■会長の時間

佐々木

鎌田望結さん、そして現役花巻北高生でベルンドルフ
に派遣されたことをきっかけに独学でドイツ語を勉強し
ている斎藤未衣花さんによるトークライブを行い大変盛
り上がりました。派遣された中学生本人はもちろんのこと、
親御さん、関係者にとって、派遣経験を活かして、これ
からどう活動し、将来どうするのかをイメージする大変貴
重な機会になったと思います。

史昭君

「花巻国際フェア＆花巻リトルシニア卒団式」

みなさん、こんにちは。先週土曜日、花巻国際交流
協会主催の花巻国際フェアが賑々しく開催されました。
ロータリーメンバーでも、谷村繁さん、上田ガバナー補
佐、三田望さん、橋川さんなどにお越し頂き、大変あり
がとうございました。今回は、毎年行われている中学生
派遣事業の市民向け報告会を横糸としますと、縦糸とも
言うべき歴代の派遣生５名によるトークライブという新し
い試みを行いました。ホットスプリングス派遣生ＯＢでＪＩＣ
Ａ青年海外協力隊員としてアフリカマラウイで現地教員
の指導に携わった薄衣俊輔氏に基調講演をお願いした
後、薄衣さんに加えて第一回派遣生でもある柏葉公平
君、花巻北高から法政大学を通じて硬式野球部で活躍
後、現在久慈工業高校硬式野球部監督で指揮をとられ
ている佐々木譲さん、女性消防士として活躍されている

ベン・ベルにも日本酒造りのプレゼンテーションをお
願いしましたが、プレゼンはともかく、質疑応答では、
「アーカンソー産の米や水は仮に日本酒醸造に合って
いるにしても、さすがに酵母は難しいと思うがだいじょう
ぶか？」とか、「お酒は文化であり、料理に合わなければ
売れないと思うが、アメリカで日本酒に合う料理はあるの
か」など、なかなか突っ込んだ質問がたくさん出てベンも
タジタジでしたが、ＢＳ朝日のベンの特集番組を見てい
た方もおられ、ベンが既に有名人になっていて、興味を
持って頂いているのは大変良いことだと思いました。
今回の国際フェアでは、ワールドキッズ部門が大変充
実していて、視察に来られていた岩手県国際交流協会
の方が「県協会の事業で地域の外国人がたくさん関わ
って、子どもたちが家族ぐるみでこれだけ楽しんでいる
感じはなかなか得られない、花巻は凄い！」と言って頂
き、私自身もそのような実感を持っておりましたのでキッ
ズ部門のスタッフには感謝するばかりですが、全体の来
場者数そのものは昨年に比べてかなり減っているので、
これは私の責任だと反省致しております。国際交流に関
心のある方は、仙台、盛岡、矢巾、奥州、北上、遠野な
ど、結構遠方からお越し頂いているのですが、地元の子
ども達とご家族にもっと参加してもらえる工夫が必要だと
感じております。来年に向け教育委員会や先生方との
連携をもう少し模索して行きたいと思います。
日曜日には、笹木賢治さんが会長をつとめておられ
る花巻リトルシニアの卒団式がグランシェール花巻で行
われ、参加して参りました。今年は設立４年目で、来東
北大会初優勝するなど、花巻東高校のお膝元として、
東北の強豪となる飛躍の年になったようです。ワールド
ベースボールプレミアムの韓国戦の快投に見られるよう、
右腕で日本一速い球を投げるのは大谷翔平、左腕で日
本一速い球を投げるのは菊池雄星、という花巻東高校

公式野球部のほか、富士大学からもドラフト上位指名選
手が続出するなど、まさに野球のまち“花巻”となってお
り、近年東北の高校野球チームのレベルが上がってき
ているのは、リトルシニアで中学生時代に硬式野球を経
験している選手の層が厚くなってきているのが大きな要
因とお聴きしますが、賢治さんや吉郎さんが花巻リトル
シニアを立ち上げなければ、この花巻に中学生の硬式
野球チームが出来なかったことを考えると、賢治さんと
吉郎さんの地域貢献は本当に素晴らしいことだと思いま
す。

司法書士は、身近な法律家です。
司法書士の仕事は、不動産登記・会社の登記・供託
の手続代理、裁判所・検察庁・法務局への提出書類
の作成、簡易裁判所における訴訟・調停・和解等の
代理、法律相談、企業法務、成年後見事務、クレサ
ラ等多重債務者の救済、消費者教育等多岐にわたっ
ております。こうした幅広い業務を通じて、私たち
司法書士は、皆様の財産・権利を守り、トラブルを
未然に防止し、万一トラブルになってもその法的解
決のためのアドバイスとサポートをいたします。

今年卒団されたのは８名で、釜石中、花巻中、南城
中、西南中、江釣子中の方々で、主力選手には才能あ
るお子さん達も多く、残念ながら花巻東高校に進学する
生徒はおられないようでしたが、盛岡一高か三高に進
学して野球を続けたいとか、特待生待遇をいただき青森
山田高校や専大北上高校に進学して野球を続ける生
徒さんもおられ、ぜひ高校野球あるいはそれ以降大い
に活躍して欲しいと思います。ちなみにリトルシニア東
北連名岩手県支部事務局長の上小林和則氏は、盛岡
東ロータリークラブの会長エレクトということで、色々なと
ころでロータリアンが活躍しているのは素晴らしいことだ
と思います。
さて本日のプログラムは、会員卓話で司法書士の小
山田泰彦君です。「職業、司法書士とは」と題する講演、
拝聴させて頂きたいと思います。宜しくお願い致しま
す。

◆慶祝（11 月）

■■■■■■■■
人権は、英語で human rights という。
human rights は、直訳すると、「人として正しいこ
左 会員誕生日祝：三田望君（２６日）
と」ということになる。
この英語を日本語に訳した結果、
「人権」ということ
右 夫人誕生日祝：阿部一郎君
になり、その意味が、人間としての権利のこと。 人
権思想において人間が人間として生まれながらに持
◆ゲストスピーチ【会員卓話】
っていると考えられている社会的権利のこととされ
ている。
小山田 泰彦 君
そのため、欧米と日本での意味合いが異なる結果と
なっている。
【ロータリー財団の仕組みと地域活用】
日本国憲法の三原則は「国民主権」
「基本的人権の尊
重」「平和主義」の３つとされている。
趣味は「読書」年間 ある時、
「外国人から日本の憲法で一番大事なもの
目標 100 冊。
は何だ？」と問われたことがある。
また著名な講演を
小学生の頃から、日本ではこの三原則をもって憲法
拝聴し講演録を月
に 3～4 枚書くこと。 の大事なことは３つあると教わってきた。そのため、
この３つが大事なことだと話をすると３つもいらな
いとの事を言われた。
要するにこの３つの中で一番大事なものは何だ？と

いうことである。

◆センター連絡先

■■■■■■■■
私の恩師でもある伊藤真先生がこのようなことを述
べておりました。
「日本国民は憲法を守る義務なんてありません。
」
社会の秩序を維持するために私たちが生活をして
いく上での自由を一定限度、制限していくことが目
的です。多数者の意思が反映された民主的な法律で
あったとしても、その法律によって、時に少数者の
人権や社会的弱者の利益が不当に侵害されることが
あり得ます。
そこで、憲法という、国家権力が守らなければなら
ない法をつくって、国民が権力を拘束することにし
たわけです。憲法とは、国民の権利や自由、人権を
守るために国家権力を制限するための法なのです
（これを立憲主義という）
。
したがって法律と憲法は１８０度向きが逆なので
す。法律は国家が国民に守らせようとするもの、憲
法は国民が国家に守らせようとするものなのだとい
う、その本質をしっかり押さえておかなければなり
ません。
つまり、憲法で一番大事なものは、
「個人の尊重」
ということになります。
「人はみな同じ」と「人は皆
違う」という相反するような 2 つの意味がある。人
として尊重される点では人は皆同じ、すなわち、人
として生きる価値がある点で人に何ら違いはない。
また同時に、個人として尊重される、すなわち、人
は皆違うのであって、誰一人同じ人がいないからこ
そ、人は一人ひとりかけがえのない存在なのです。
震災後から毎月、仮
設住宅を一軒一軒
訪問して、いろいろ
な相談を受ける活
動を現在まで継続
しています。

■被災地支援は毎週土曜日、「宮古」「大槌」「陸前
高田」の司法書士相談センターに司法書士会の派遣
の手配を執り行っている。

余談として・・・
■法人の「事業継承」の本を出版する予定でした
が震災の影響で延期となったままです。
■ネクタイ柄「レジメンタル」は「連帯」「軍隊」
を現し、国際会議など、公の場ではふさわしくな
いそうです。

◆出席報告

☆鹿討 康弘 君

３１人中 14 人の出席
出席率
51.9％
前回修正 59.3％
メークアップ
11/22（日）H27 年度リトルシニア東北連盟
岩手県支部花巻ﾁｰﾑ卒団式
佐々木史昭君

(株)東洋技研、菊池倫実社長、オブザーバー出席あり
がとうございました。花巻ロータリー一同で入会をお待ち
しております。
小山田泰彦さんのユーモアと知己溢れる卓話、とても楽
しかったです。ありがとうございました。

◆ニコニコボックス

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

◆第 2976 回例会のメニュー

☆佐々木 史昭 君
小山田泰彦君の会員卓話、興味深いお話をありがとう
ございました。若いメンバーの参画が期待されている折
り、これを機会に働きかけを強めていきたいと思います。
まずは Xmas パーティーへ、是非参加をお願いします。
＜白金豚のハンバーグ

☆佐藤 良介 君
１１月１６日 仙台国税局納税表彰式において、仙台国
税局長表彰状を頂きました。
また１１月２１日には公益社団法人花北法人会の社団
化４０周年記念式典が開催され、記念講演では、元花
巻税務署長の森信親（のぶちか）金融庁長官より、ご講
演を頂きました。歴代税務署長も 8 名出席され、なごや
かに懇親会が行われ、盛大に 40 周年を祝うことが出来
ました。

オニオンソース＞

◆オブザーブ参加
半導体製造装置
などの精密部品
加工、TIG 溶接、
組立を行ってい
ます。

☆三田 望 君
誕生祝ありがとうございます。
小山田さんの職業講話さすが興味津々でした。楽しい
方がロータリアンになって下さり、嬉しい限りです。

☆谷村 繁 君

Web 《非公開》

オブザーブ参加/
(株)東洋技研
(有)オリエンタルテクノ
代表取締役 菊池 倫実（ともみ）様
即日、ご入会頂きました。

◆次回のプログラム
１２月 ８日(火) クラブ総会「次年度役員選出」

☆笹木 賢治 君
１１月２２日、グランシェール花巻にて、花巻リトルシニア
の第４期生の卒団式が開催されました。上田市長はじ
め、多くの皆様方にご出席いただきありがとうございまし
た。卒団生８名が主力選手となり、６年目にして、北東北
の優勝旗をこの花巻の地に持ち帰ることができました。
今後とも応援よろしくお願い致します。

☆阿部 一郎 君
妻の誕生祝ありがとうございます。また 3 ヵ月姉さん女房
となり、頭が上がらなくなります。静かに過ごしたいと思
います。

☆伊藤 隆規君

◆今後のプログラム案内
１２月１５日(火)
１２月２２日(火)
１２月２９日(火)
２０１６年
１月 ５日(火)
１月１２日(火)

会員卓話 ■戸来昭浩君
ｸﾘｽﾏｽ例会 『ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｼｪｰﾙ花巻』
年間スケジュールにより休会

年間スケジュールにより休会
ｸﾗﾌﾞ協議会（前期事業報告）
<例会前理事会>
１月１９日(火) ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰﾁ/会員拡大委員会担当
１月２７日(火) 花巻３ＲＣ合同新年会＠菊の会合同
（花巻北ＲＣ担当）

業務の関係で欠席が続きました。
◆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.jpURL
http//www.hanamaki-rc.com
記事担当/鹿討

