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目に見える地域貢献をしよう！
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◆例会プログラム
1.
2.
3.
4.

開会点鐘
ロータリーソング斉唱
会長の時間
クラブフォーラム
□ＲＩ創立記念日に因んで
ゲスト：花巻南 RC 湯川英機氏
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

◆幹事報告
・和光ロータリー用品のご案内
/和光
・2016-17 年度版 ロータリー手帳お買い上げの
お願い
/（一財）ﾛｰﾀﾘｰの友事務所
・5/14（土）創立 50 周年記念式典・記念講演・祝賀会
のご案内
/宮古東ロータリークラブ

◆第 2984（2/2）例会の概要
■会長の時間

佐々木

史昭君

「イーロン・マスク」

みなさん、こんにちは。今日のプログラムは、２月度
の慶祝、および先月報告出来なかった委員会の上半
期委員会活動報告ですが、幾分長めに会長の時間
をもった方がよいかと思い少々準備して参りましたの
で、お話しさせて頂きたいと思います。
本日の例会前に行われた２月度理事会では、ロー
タリークラブらしい熱い議論をさせて頂きました。立花
副会長が関わっておられる花巻中学校女子ハンドボ

ール部の全国大会出場への募金をクラブとして 1 万
円、笹木賢治さんが関わっておられる花巻リトルシニ
アのミズノ旗北東北大会連続優勝記念講演会への
募金を同じくクラブとして１万円、それぞれ当クラブの
会員が主体的に関わっている別団体主体の事業に
対し、みなさまに毎月ご寄付頂いているニコニコボッ
クスから理事会の承認を頂いた上で寄付したいと思う
がどうか？と理事会にお諮り致しましたが、ロータリー
クラブは寄付団体ではなく、自らが行う事業に使うべ
きである、という強いご指導を頂戴し、残念ながらこの
提案は取り下げることとなりました。私個人的には各
会員が地域で行っている様々な地域貢献にロータリ
ークラブが支援することはクラブの主旨に合うと思うし、
同じ１万円でも地域によしとされている事業に使えば
有効で喜ばれるし、理事会で議論をして決めるなら
一向に構わないと思いますが、今回の理事会では多
数となりませんでした。しかし本音で議論が行われ、
後に尾を引かずむしろ活動が活発化する、という当ク
ラブの雰囲気は大変貴重なものであり、これからも懲
りずに地域にとってよかれ！と思うことを提案して参り
たいと思います。
さてみなさんは、米国実業家、イーロン・マスクとい
う人を知っていますか？iphone を開発したアップルの
元創業者兼経営責任者のスティーブ・ジョブズはご存
じと思います。２００７年に初代 iphone を発売開始して
わずか１０数年で、携帯電話しかなかった時代からこ
れほどまで洗練されたスマートフォンを世界中に提供
し、アップルを時価総額世界一の企業に成長させま
した。スティーブ・ジョブズは残念ながら２０１１年に膵
臓癌で亡くなってしまいましたが、イーロン・マスクは
スティーブ・ジョブズの後継者、あるいはそれ以上とも
目されているアメリカを代表する企業経営者です。私
はイーロン・マスクを毎週月曜日夜にお世話になって
いる英会話教室で知りました。NHK の「スーパープレ
ゼンテーション」という TEDTALK 番組がありますが、
世界中の興味深いアイデアを本人が１０分程度でプ
レゼンデーションするイベントからピックアップして３０
分番組にしたもので、英会話教室ではイーロン・マス
クに昨年の後半かなりの時間を割きました。余り面白
いので「イーロン・マスク 未来を創る男」という公認伝
記も読みました。イーロン・マスクは南アフリカ生まれ
の現在４４歳。米国の大学に進んだあと起業し、ペイ
パルという電子決済システム会社、スペース X という
宇宙輸送を可能にするロケット製造開発会社、テス
ラ・モーターズという電気自動車会社、ソーラー・シテ
ィという太陽光発電及び充電システム会社を次々立
ち上げ、いずれも世の中にまったくなかったものを自

分で開拓して、魅力的なサービスに仕立て、大規模
に事業展開して、成功し続けている天才的企業経営
者です。本人自身も技術者として類い希な技術と発
想力、こだわりがあり、スケールの大きい夢を実現す
るために、自分自身がやれることをどんどん進め、自
分の分身となる自由自在なチームを徐々に拡大させ
ながらそれらを実現していく力強さを持つ、スティー
ブ・ジョブズと共通するところが多い、米国起業家の
代表のような方です。
イーロン・マスクは、地球上のすべての源は太陽エ
ネルギーであり、ガソリンや天然ガスなどの石油系燃
料も元々は何万年以上も前の太陽エネルギーが動
植物を産みそれらが積み重なって今産出しているも
のでいずれは枯渇し、最終的に人類が頼りにするの
は太陽エネルギーしかなく、技術革新が進めば現在
の太陽エネルギーだけで人類の活動はすべてまか
なえるはず！という信念の元、人類の将来の生き残り
のために地球外惑星の居住を目標に、有人宇宙ロケ
ットの商用利用をスペース X という一民間企業で取り
組み、国際宇宙ステーションへ補給物資や実験装置
を宇宙ロケットで送り届ける仕事をＮＡＳＡより請負っ
たり、あるいは宇宙ロケットの再利用により大幅にコス
トを下げるべく宇宙ロケットの垂直着陸に取り組んで
成功させたりしています。
テスラ・モーターズにおいては電気自動車ならでは
の快適な加速性能と、ガソリン車には不可能な、細か
い電子制御により氷上でさえハンドル操作が可能な４
輪駆動車を実現して高級仕様車に仕上げ、いまやア
メリカでビジネスに成功した大金持ちたちがこぞって
所有したがる車はモデル S である！という状況を作り
出しています。ソーラー・シティにおいては電気自動
車の普及のためにソーラーパネルから直接電気自動
車を充電するシステムをアメリカ西海岸から東海岸ま
で構築し、真の電気自動車社会を実現させようとして
います。このように革新的技術がどんどん産みだされ
る会社はいったいどのような会社なのか、経営者はい
ったいどのような人物なのか、イーロン・マスクを学ぶ
ことで感じることが出来ます。
私は学生時代からの海外経験、ロータリーのクラブ
でのＧＳＥ研修、国際交流協会での海外要人とのお
付き合いを通じ、自分の肌感覚として、アメリカという
ところが日本とは明らかに違う、新しいものにチャレン
ジする人たちが集まり、良いモノを自己判断して積極
的に取り入れ、切磋琢磨して高めあい、共に発展し
ていこうというＤＮＡを保有している国であるという認
識を持っています。スティーブ・ジョブズはシリア系ア
メリカ人、イーロン・マスクは南アフリカ系アメリカ人で
すが、まさに彼らのような才能のある人が世界中から
集まって、エネルギッシュに新しいことにチャレンジし、
風通しが良くて明るく、良いものをどんどん評価して

たくさん消費してくれる、おおらかで前向きな風土こ
そ、アメリカのアメリカたる所以であり、アメリカのソフト
パワーの源泉だと思います。私はこのアメリカ流のオ
ープンで明るくチャレンジングな気風こそ、日本の地
方の中小企業が意識して持たなければならないもの
だと思っています。
２００２年ロータリー財団のＧＳＥプログラムで米国フ
ロリダ州に派遣させて頂いた時、１週間毎６カ所にホ
ームステイし、ロータリアンの経営する会社の視察を
行いましたが、そのうち２社がベンチャー企業でした。
ひとつはセキュアビューという会社で、電灯のような形
状のセキュリティカメラとパワーラインテクノロジーとい
う技術を駆使し、一般家庭用電源につないだだけで
他の出入力端子は全く繋がず家庭用テレビでセキュ
リティカメラの映像が見えるという製品を開発し、販売
していました。もう１社は電気防食の会社で、車の足
回りにバッテリーからさび止め防止用電流を流して防
食するシステムを開発し、パッケージ化して売ってい
ました。どちらも社員１０名前後の中小企業ですが、
技術レベルは十分に高く、大きな成功を夢見ながら、
普通に経営できる売上は確保し、生活は十分にリッ
チという感じでした。新しい技術を開発して製品化し
て販売し、消費者もそれを面白いと言って買って応
援して上げる雰囲気がアメリカにはありました。その実
体験から私はイーロン・マスクのビデオや書籍を見て、
彼の経営手法を何となくイメージすることが出来まし
た。国際ロータリーは、地域に存在する国際組織とし
て、国際感覚を体験できる貴重な存在だと思います。
２０１６－１７年度に私はＲＩ２５２０地区国際奉仕委員
会青少年（長期・短期）委員会委員のお声がけを頂き、
引き受けさせて頂く事に致しましたが、クラブ会長も
終わるし、少々大変ですが楽しませてもらおうかと思
っております。
話は変わりますが、当クラブでサポートした石崎青
空さんの近況についてご報告申し上げます。一月末
に中国にお住まいの彼氏さんがホットスプリングスに
来られてしばらく滞在され、石崎さんは大喜びだった
ようですが、その際話し合ったのでしょう、彼女はホッ
トスプリングスの日本語教師の契約期間一年を満了
したのちは更新しないことに決めました、と連絡してき
ました。今、その後の対応をホットスプリングスと花巻
市と協会で話し合っておりますが、おそらく新たな日
本語教師を公募することになりそうで、今度は契約期
間が２年になりそうです。そこで私が感じたのは、花
巻地域の中学校の英語教師を１年か２年交替でホッ
トスプリグスへ日本語教師として派遣し、生の英語と
アメリカの生活を体験させるプロジェクトとして立ち上
げられないものかというもので、花巻の国際化、英語
教育のホンモノ化、地域の魅力創出に大変インパクト

のある話で、花巻市民憲章の唱和ばかりしてないで
会員としても人とし
実行してはいかがでしょうか、と花巻市国際交流室市
ても、まだまだ未熟
川室長と佐藤教育長にご相談申し上げてみましたが、
でございますが、衿
今の枠組みでは難しいようで、一向に色よい返事を
を正して頑張ってま
頂けません。悔しいのでダメ元で上田市長に直接申
いりますのでよろし
し入れてみましたが、まだお返事はありません。確か
くお願い致します。
に今の枠組みでは難しいのでしょうが、何とかならな
いものでしょうか。アメリカ社会の柔軟さとの違いに愕
◆プログラム
然とするばかりで、特に日本の地方においては、民
（1）1 月度 慶祝 該当者スピーチ
間企業やロータリークラブなど、柔軟に物事を考える
（2）クラブ協議会 前期事業報告
ことの出来る組織はとても重要なように思います。
（クラブ、国際、青少年奉仕 各委員会）
３月１２～１３日の花巻ロータリーカップバレーボー
◆慶祝（２月）
ル大会ですが、実は今週木曜日、花巻小学校バレー
（クラブ、職業、社会、国際、青少年奉
ボール大会会長でもある上田穣さんと、新日鉄住金
仕各委員会）
・会員誕生祝：橋川秀治君、多田浩二君、
東北支店に支店長を訪問することにしています。新
飯塚正晴君
日鐵住金は堺ブレイザーズという男子バレーボール
・夫人誕生祝：橋川史子さん、澤田香子さん、
チームを持ち、女子日本代表監督の眞鍋正義氏は
・結婚記念 ：多田浩二君・理絵さん
新日鉄のＯＢであり、元日本代表クラスの女子バレー
・在籍表彰 ：上田穣君（２０年）、
ボール選手をコーディネイトして被災地支援を行うボ
Ro
鳥畑昭裕君（３年）、橋川秀治君（１年）
ランティア活動をされていて、ここ３年間は福島県の
中学校５校へ２ヶ月に１度６回にわたりコーチを派遣
されています。支店長の天谷武氏が事務局長をつと
めておられますが、天谷氏は仙台ロータリークラブの
メンバーであり、花巻ロータリークラブカップバレーボ
ール大会のお話しをしたら大変興味を持って頂き、
ボランティアの企画を委託している株式会社エール
会員誕生祝：飯塚正晴君
夫人誕生祝：澤田常夫君
の社長様と共に打合せさせて頂くことになりました。
福島県のプロジェクトは中学生が対象で、花巻は小
学生の大会なので簡単にはいきませんが、新たな可
能性として、３０年の歴史を持つ４００人を超える我々
の小学生バレーボール大会に、元日本代表女子バ
レー選手による指導や模範プレーを含められるチャ
ンスが来るかもしれません。これは花巻ＲＣの自主事
業ですから、ニコニコボックスの奉仕予算を充てられ
るでしょう。今後の状況を楽しみにして頂きたいと思
います。
さて時間も結構経過致しましたので、この辺りで本
日のプログラムに入りましょう。ご静聴ありがとうござい
ました。

●新入会員 入会式

在籍表彰：上田 穣君
◆慶祝該当者スピーチ/飯塚正晴君： 昨日、今年の
移動がないことを告げられ、ほっとしています。花巻
に来てから日曜の温泉めぐり、ロータリーの学び、こ
のまま定年まで、この地にいたい気持ちです。

◆クラブ協議会

株式会社 東洋技研 代表取締役 菊池倫実君

7 つ道具ならぬ「バッジ」「胸章」「手帳」「手続要覧」
「クラブ運営・活動計画書」をお渡し致しました。

◇会員選考：副委員長
伊藤隆規君

前期事業報告
高橋豊委員長からの
メッセージ：
2 名の方の推薦を
受け、5 つの選考基
準に沿って審査した
結果、申し分のない
旨、理事会と会長に
報告致しました。

◆出席報告

◆第 2981 回例会のメニュー

３３人中１７人の出席
出席率 60.7％
前回修正 64.3％
メイクアップ
1/27（水）北上市内ロータリークラブ新年会
上田 穣君

◆ニコニコボックス
佐々木 史昭 君
みなさんにご協力頂いているニコニコボックスです
が、1 月末まで 7 ヵ月経過して 58％ですが、目標
金額 90 万円に対して、52 万 7 千円がちょうど、
58.6％ということです。引き続きこのペースで皆様
の善意のご寄附を何卒よろしくお願いします。
三田 望 君
①東洋技研、菊池さん、仲間としてこれから活発に
活動してください。
②3RC 合同新年会。乾杯で舐めた果実酒が美味
しかったです。その後帰らせて頂きました。
谷村 繁君（Web 非公開）

澤田 常夫 君
妻の誕生日プレゼントありがとうございます。健康
な毎日を過ごせればと思います。
上田 穣 君
あらためて入会して、もう 20 年になったのか・・・と
感慨深いものがあります。20 年も経ったのだから、
入会当時のメンバーが少なくなってきているのは
当たり前なのかもしれませんが、年寄りも大事にし
て、もっと例会に出てきてもらえるように知恵をしぼ
りたいものです。
飯塚 正晴 君
本日は 52 歳の誕生お祝い、ありがとうございます。
昨日も最高のプレゼントを頂きましたので 2 日連続
でうれしい日となりました。

＜天ぷら＞ “衣、多め”

◆次回のプログラム
２月１６日（火）
□菊の会合同夜例会
「岩手国体における花巻市の取り組みとお願い」
花巻市生涯学習部国体担当次長
藤田哲司（さとし）氏
／担当 三田望国際奉仕大委員会

◆今後のプログラム案内
２月２３日（火）
□上田ガバナー補佐スピーチ
「RI2520 地区第２分区上半期を振り返って」
／上田穣君
３月 １日（火）
□ｸﾗﾌﾞ協議会「次年度各委員会選出」／
担当 会長エレクト吉田和洋君
□慶祝該当者スピーチ ／担当 幹事澤田常夫君
・会員誕生祝：高橋豊君、阿部一郎君、澤田常夫
君、下坂和臣君、高橋典克君、小原紀彰君、
伊藤隆規君、鹿討康弘君
・夫人誕生祝： 佐々木啓子さん、浅沼葉子さん、
下坂琴音さん、小山田智美さん
・結婚記念 ： 鹿討康弘君・つぐみさん、
戸来昭浩君・修子さん、
笹木賢治君・修子さん、
伊藤隆規君・和子さん、
下坂和臣君・琴音さん
・在籍表彰 ：なし
３月 8 日（火）
□花巻ロータリーカップ小学生バレーボール
大会関係者 ／笹木賢治大委員長
ゲストスピーチ 演題「花巻小学校バレーボール
大会について」
□３月１５日（火）
花巻ＲＣ奨学生卒業報告／
担当 花巻ＲＣ奨学生委員会

◆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
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

