
 

 

 

 

 

第 2978回例会 No.20 

 2015 年 12月８日 

               
 

1. 開会点鐘 
2. ロータリーソング斉唱 
3. 会長の時間 
4. クラブ総会「次年度役員選出」  
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 
 

 

 

 花巻市友好都市交流委員会情報誌「ひと花」第３号の
配布について             花巻市友好都市交流委員会 

                    会長 宮澤啓祐  

 

入会候補者プログラムのご案内  

                         ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所  

 

 ２０１４年度事業報告書の送付と基金へのご寄付のお

願い                    （一財）比国育英会バギオ基金 

  

 「盛岡いのちの電話広報 106 号」の送付について  

                       社会福祉法人 盛岡いのちの電話  

 

 

■会長の時間    佐々木 史昭君 
「花巻国際交流のいま」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなさん、こんにちは。今週は「花巻国際交流のい

ま」と題して、最新情報を少しご案内させて頂きたいと思

います。 

 

数日前、ホットスプリングスのメアリーニールソンとメッ

セージでやりとり致しました。年当初の予定では雪の花

巻を経験したいと２月に来花することになっていたと思う

が、その後どうなっているか？と聞いたところ、姉妹都市

基金理事会で議論したが、参加者が少なく、より多くの

市民が参加出来る花巻祭りの９月に変更したいという結

論になったようです。 

花巻ＲＣの年間計画では２月１６日にホットスプリング

ス・ウエルカム・パーティを夜例会で開催する予定にな

っておりましたが、先ほどの理事会で議論した結果、予

定通り夜例会として開催し、内容については担当の国

際奉仕委員会でご検討頂いて、１月の理事会でご提案

頂く事となりました。 

昨年花巻ＲＣでホスト役を務めた米山奨学生ＯＢのキ

ム・ソンヨプ君が１１月２８日土曜日にオーストリアのブリ

スベーンで台湾人のジェニファー・ウーさんと結婚式を

挙げられました。 

先週三田望さんからお祝いのメッセージを送っておく

ようアドバイスを頂いておりましたが、気付いたのが日曜

日になってしまい一日過ぎてからとはなりましたが、英語

と日本語でお祝いのメッセージをお送り致しました。 

英語はメールで、日本語はフェイスブックにて花巻ロ

ータリークラブ会長名でお送りし、５月にソウルでお会い

しましょうと話を結びました。 

新婚したてで忙しいようでまだ返信はありませんが、ソ

ウルでお会い出来ることを楽しみにしたいと思います。 

 

姉妹クラブのホットスプリングス・ビレッジ・ロータリーク

ラブからは、石崎青空さんについての支援状況が入っ

てきました。 

彼女は１２月１２日に２８回目の誕生日を迎えるそうで

すが、誕生日の頃にホットスプリングス・ビレッジ・ロータ

リークラブ主催のクリスマスパーティにご招待を頂き、ア

メリカ流の大きなプレゼントに加えて、幾ばくかキャッシ

ュのプレゼントも頂くようです。 

年明けからは、日本にも来られたアンソニー・ブース

ご夫妻、ノーマン・ブッシェ夫妻、リンダジョンソン会長と

クラブ奉仕委員長のポール・ブリッジズ氏がホスト役とな

って、何回か食事会に招待し、色々お話しを伺いたいと

言ってくれました。 

ベン・ベルが日本でお世話になっているお礼を石崎

さんにさせて頂きたいとのことでプレゼントにキャッシュ

が含まれているようです。本当にありがたいお話です。  

石崎さんからお話しをお聴きすると、メアリーに斡旋し

て頂いてしばらく住んでいたコッテージから引っ越した

そうで、自分で洗濯が出来るようになり、快適になったと

言ってましたが、中国で日本語教師をしている岩手県

出身の石崎さんの彼氏が１月末にホットスプリングスまで

遊びに来るようでうきうきした様子でした。 

しばらく居られれば彼もホットスプリングスを気に入る

でしょうし、日本語教師でもある彼が石崎さんの授業を

お手伝いする機会などがあれば、ホットスプリングス側に

とっても彼らの貴重さを認識し、２人揃ってホットスプリン
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◆第 297７（1２/１）例会の概要 

 

理事全員出席♪の本

日の理事会で新入会 2

名が承認され、33 名

に!! 

来年5月末ソウルで

開催の国際大会は 12

月 15 日までに申し込

むとお得です。 

22 日の Xmas 家族

会はプレゼント持参で

楽しみましょう♪ 



グスに住み着く、あるいは帰国したときに花巻に住み着

いてもらう、などという夢のある話に繋がる可能性も十分

あるような気がします。 

いずれにしてもこのご縁を花巻ロータリークラブとして

も大切にして参りたいと思いますので、みなさまのご支

援を引き続きよろしくお願いします。 

 

石崎さんからメールで、ＡＳＭＳＡで日本語を学んで

いる学生達も６月半ばから７月末にかけて長期の夏休

みに入りますが、花巻に自費で行って日本語と農業を

学びたいという学生が１人いるが、受け入れられるだろう

かという問い合わせがありました。 

ホットスプリングス姉妹都市財団からの派遣でなくとも、

その学生が石崎さんの判断で大丈夫な子だというので

あればちゃんと面倒をみるので基本的にウエルカムであ

ると返事をしておきなさいと伝えております。 

そのこともメアリーには伝えておりますが、石崎さんが

現地に居るだけで色々な可能性が拡がってきている一

例だと思います。 

ＡＳＭＳＡと姉妹校の関係を進めている花巻北高で受

け入れることも出来ますし、花巻農業高校もあるし、ＪＡ

に相談してみることも出来る、東和町ではアグリズムの

受入実績もある、ロータリーで支援することもできる、今

後どのような展開になるかは分かりませんが、ぜひみな

さま心に留めておいて頂ければと思います。 

 

続いて、水沢ロータリークラブの佐藤剛さん、奥州国

際交流協の会長でもあり、ロータリー２５２０地区オクラホ

マ青少年交換短期委員長でもありますが、ご連絡を頂

戴しました。 

今期オクラホマの高校生受入は、６月３日成田入り、 

１５日に成田から帰国する日程で、前半岩手で受け入

れるとのことで、花巻にも協力して欲しい旨の打診があり

ましたが、もちろん即快諾させて頂きました。 

その時分ちょうど花巻ロータリークラブ３０００回例会が

６月７日火曜日にあると申し上げましたら、歴史に名前を

刻むことになると彼らも喜ぶと思うよ！というコメントも頂

戴し、これから国際奉仕委員会さんを中心に色々検討

して参りたいと思いますが、宜しくお願い致します。 

 

さらに、先日の花巻国際フェアにおいて、めずらしく

青年会議所の来年度理事長、専務理事等４名が視察

に来られ、私も会って話を聴くことになりましたが、毎年

青年会議所が運営し、来年２月１１日木曜日に予定され

ているわんこそば全日本大会を国際化したい、という希

望があるということです。 

なるほどその方向性自体は大変よろしいと思います

が、もう日程も近く、そう簡単ではないと思いますし、

様々な障害が出てくるとは思いますが、国際交流協会と

して出来る範囲で協力しますが、基本は自分たちでしっ

かり汗をかくように、と伝えました。 

わんこそば大会の国際化という視点も、時代の流れな

のでしょうか、このようなことも柔軟に考えてみたいものだ

と思います。 

 

さて本日のプログラムは、１２月慶弔該当者スピーチ

で、１１月から繰り越している三田望さんと飯塚正晴さん

にスピーチを頂戴致します。宜しくお願い致します。 

 

 

 

12 月誕生会員の出席はありませんでしたが、滝田君、

上田君の夫人誕生日をお祝いしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■先月誕生日（26日）の三田望さんのスピーチ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私が生まれたのは昭和２０年の１１月２６日。中国東北

部満州の吉林市で生まれました。８月１５日の終戦を越

えて大混乱の大変な中でしたが、私は覚えていません。 

１１月末の満州といえばマイナス２０℃の寒さに大混

乱でミルクも生まれた子を包むものもない中で母は苦労

をしたそうです。饅頭やたばこを売ったり、住居も転々と

するような大変な状況だったようです。 

 一番最初はソ連軍、次に毛沢東の中共軍、暫くして蒋

介石の国民党軍が来て共産党は北に追いやられました。

日本人は安全な住まいがなく、学校や公民館にすし詰

めで引き上げの時を待っていました。  

昭和２１年９月、葫盧島から引き上げ船で佐世保に帰

ったそうですが、その間に生まれた赤ちゃんもたくさん

死にましたし、多くの乳飲み子も亡くなったそうです。 

 父の家族である妹も中国にいたのですが、戦後の混

乱の中で産後３０日目に生まれたばかりの赤ちゃんを残

 

左 夫人誕生日祝： 6日和子さん（滝田吉郎君） 

右 夫人誕生日祝：20日昌子さん（上田 穣 君） 

終戦後、混乱の満州

で生まれ、多くの方

が亡くなる中、幸い

にも生きて内地に

戻り、日本で暮らせ

たことを有難く思

います。 

父母が中国での

体験を記した本の

在庫が無くなり、新

たに刷りました。 

ご希望の方には

差し上げます。 

 

◆慶祝（1２月） 

  



して。産褥熱で亡くなっています。その赤ちゃんもその

後１０日で死んだそうです。私もよくぞ、生かされて内地

に帰ってこれたものだと思います。 

 その時の苦労話も含め、私の父と母が中国の５年間を

書き記していていたものを昭和４７年に出版しました。 

父が死んで１０年後です。当時新聞にも取り上げられて、

数千部刷ったのですが、それが無くなったので新しく千

冊刷りました。前と装丁を変えて、中身は本文以外を短

くしています。 

 これは父の本だけれども、 

もし読んでもいいなという方 

には無償で結構差し上げ 

ます。何か感じてもらえる 

ものがあれば嬉しいです。 

足りなければ母の本もあり 

ます(笑) 

 ちょっと間違えば亡くなっ 

ていた。中国人に売られた 

り、殺された赤ちゃんもいっ 

ぱいいた。あるいは残留孤 

児となり、５０歳、６０歳で初 

めて来日した人もいる中で 

幸い私はこうして日本に帰り、 

日本で育つことができた。ありがたいことです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 さて、皆さんのテーブルに講演会のチラシがあると思

いますが、演者の笹原留以子さんは復元納棺師。送り

人として生前の姿に近づけてお送りしたいという思いで

頑張っている人です。 

私も本を読んでみましたが、震災後、たくさんの人を

復元され、もう誰かわからない遺体を復元し、お孫さん

がおじいちゃんとの涙の別れを出来るようにしたり、生後

１０日の赤ちゃんも復元したり、復元を通じてたくさんの

亡くなった方を送る場面に立ち会って感じたことなどが

綴られており、考えさせられる本でした。 

彼女のことは NHK の番組でもやってましたし、表

彰を受けたとの新聞記事を見たこともあります。 

表彰履歴を見るとロータリー２５３０地区、福島

の地区のようですが、RCから表彰を受けられたこと

もあるようです。 

明日(⒓/2)石鳥谷の生涯学習会館で講演がありま

すので、都合のつく方は是非いらしてください。 

■■■■■■■■ 

■結婚記念日スピーチ（⒓日）   飯塚正晴君 

私が他の人よりも勝ってると思うのは引っ越し回数。

日本生命勤続 30年、大体 2、3 年に 1回内示があり、

もう 15回引っ越しをしました。かみさんには苦労を

掛けたと思います。22 日の Xmas パーティーには慰

労を兼ねて夫婦で出席しようと思います。そこで皆

さん、『お宅の旦那は 

奥様に感謝していた』 

と家内に言って貰えれ 

ばありがたいです。 

決して恐妻家な訳では 

ありません。 

夫婦円満の為にです。 

(笑) 

冗談はさておき、こちらに仲間に入れて頂いて、

いろんな方に歴史があられ、経験・情報を共有させ

て戴けることに感謝しています。 

一つの会社にこもっているといつも同じような話

題になり、なかなかこんな機会はなくて、勉強にな

ります。今後とも宜しくお願い致します。 

 

 

   ３１人中 18 人の出席 

     出席率   66.7％ 

     前回修正  70.4％ 

     メーキャップ なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆佐々木 史昭 君   

前田毅（たけし）さん、ご入会おめでとうございます。 

好印象な素晴らしいあいさつはさすが弁護士を感じさせ

ました。 これから、どうぞよろしくお願いします。 

 

☆三田 望 君   

誕生スピーチをさせて戴きました。戦争当時の体験記で

すが、よろしかったら父の本を手に取っていただければ

うれしいです。 

前田弁護士さん、東洋技研菊池社長さんの入会を大歓

迎いたします。新しいブドウ酒で皮袋が一杯になること

を期待しております。 

◆ニコニコボックス 

◆出席報告 

 

 

 

『光陰赤土に流れて』 

三田 善右ヱ門 著 

中学2年当時

の三田望さん

とご家族。 

 

（「光陰赤土

に流れて」 

より転載） 

◆委員会報告 

 

12/22Xmasパーティは 

プレゼントを持って家族

総出でグランシェールへ。

今年は会長の意向で北高

の方も招待しますので賑

やかになりそうです。 

出欠の連絡を 12/17 の

午前中までに事務局へお

願いします。 



☆高橋 豊 君   

欠席がちで申し訳ありません。2週間前ですが、農業界

の四国ブロックの会議の為、松山に行ってきました。飛

行機を一便遅らせて「坂の上の雲ミュージアム」を見学

して来ました。今回で 3度目ですが、また行ってみたい

街です。人口は約 50万人。 

 

☆上田 穣 君   

愛妻への誕生祝をありがとうございます。15の春に出会

ってから 47年目を迎えることになります。 

これからも末長く健康で愉快な毎日が続くことを祈って

います。 

 

☆滝田 吉郎 君 

妻の誕生祝いありがとうございます。 

 

☆立花 徳久君   

昨日、亡くなった友人の９回忌があり、生きてた頃の話

で盛り上がり、ちょっと心が和みました。 

 

☆飯塚 正晴君 

結婚記念日のお祝いありがとうございます。クリスマスパ

ーティーには夫婦で仲良く参加させて頂きたいと思いま

す。楽しみにしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前田弁護士、ようこそ花巻ロータリークラブへ！ 

 

 

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 『ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｼｪｰﾙ花巻』 

１２月２９日(火) 年間スケジュールにより休会 

 

２０１６年 

１月 ５日(火) 年間スケジュールにより休会 

１月１２日(火) クラブ協議会（前期事業報告） 

<例会前理事会> 

１月１９日(火) ゲストスピーチ/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） 

２月 ２日（火） 慶祝該当者スピーチ／幹事   

会員誕生祝：橋川秀治君、多田浩二君、飯塚正晴君 

夫人誕生祝：橋川史子さん、澤田香子さん 

   結婚記念 ：多田浩二君・理絵さん 

在籍表彰 ：上田 穣君（２０年） 

鳥畑 昭裕君（３年） 

橋川 秀治君（２年）  

 ２月 ９日（火） ＲＩ創立記念日に因んで  

    ／担当 伊藤誠一郎直前会長 

  

◆第 2977 回例会のメニュー 

◆次回のプログラム 

◆今後のプログラム案内 

＜カキフライ＞ 

◆新入会の挨拶 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

早池峰法律事務所の弁護士の

前田毅です。 

初めて伺って、周りの方々は立

場も雰囲気もある方ばかりで

どうなることかと思いました。

同席の方に気さくに話し掛け

て頂き、有り難かったです。 

皆様、どうぞご指導の程、宜し

くお願い申し上げます。 

アルコールは軽くはいけます。 

◆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/橋川 
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