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分野で多大な業績を上げた研究者に毎年贈られて
いて、日本人では初の受賞となります。鈴木学長は
「ニュートリノ振動の発見によって素粒子物理学の
□菊の会合同夜例会
標準理論を超える新たなフロンティアを明らかにし
◆例会プログラム
更なる可能性を拓いた」実績により、２０１５年ノー
ベル物理学賞受賞された梶田教授のほか、米国人、
1. 開会点鐘
中国人ら５名と共同受賞されました。祝賀会場は３
2. ロータリーソング斉唱
００名を超える祝賀者で溢れ、花巻からも上田東一
3. 会長の時間
市長、藤原崇衆議院議員、小原雅道花巻市議会
4. ゲストスピーチ（国際奉仕委員会担当）
「いわて国体へ向けた花巻市の取り組みとお願い」 議長、宮澤啓祐会頭、佐藤良介副会頭らが数名臨
席されていました。
花巻市生涯学習部国体担当次長 /藤田哲司氏
先立ち行われた受賞記念講演においては、リニ
5. 幹事および委員会報告
アコライダー国際推進委員会委員長駒宮幸男氏
6. 出席報告
や、国際リニアコライダー戦略会議議長山下了氏、
7. ニコニコボックス
そして鈴木厚人学長ご本人の大変貴重な、プライ
8. 閉会点鐘
ベートな面も伺われる楽しいお話しを拝聴することが
◆幹事報告
出来ました。鈴木厚人氏は新潟県出身、新潟高校
◆友好都市交流事業の実施状況及び来年度事業 卒、東北大学理学研究科博士課程を修了後、東
大理学部助手、高エネルギー加速器研究所助教
計画について（照会）
授、東北大理学部教授、同大理学部長、副学長、
花巻市友好都市交流委員会
高エネルギー加速器研究機構長を経て、平成２７
会長 宮澤啓祐
年４月に岩手県立大学学長に就任されました。２０
◆第 2985（2/9）例会の概要
０２年にノーベル物理学賞を受賞した小柴昌俊氏、
２０１５年に受賞した梶田隆章氏とは、カミオカンデ、
■会長の時間
佐々木 史昭君
スーパーカミオカンデで共にニュートリノ研究をした
「鈴木厚人学長受賞祝賀会」
仲であり、正に日本の素粒子物理学の本流を歩ん
でこられた方です。ＩＬＣを北東北に誘致するこのタ
イミングに日本で最もふさわしい方を岩手県立大学
学長として招かれた達増知事のスマッシュヒットであ
ると思います。
今回ＩＬＣ誘致に関わっている方々のお話しを聴き、
昨今起きている出来事を通じ、ＩＬＣが北東北に誘
致される可能性はかなり高くなっているな、と感じまし
た。おそらく順調に誘致決定のプロセスが進められ
みなさん、こんにちは。今日は、花巻南ＲＣの湯川 ていて、日本政府が２０１６年ないし１７年にしっかり
英機先生をゲストに迎え「ＲＩ創立記念日に因んで」
財政支出の覚悟を決められるよう、国内政治、社会、
と題して貴重なお話しを頂きますので、会長の時間
経済が安定し、誘致へ向けて国民意識が高まること
は短めに切り上げたいと思います。宜しくお願い申し
が何より大切なのだろうと思います。
上げます。
私事で恐縮ですが、前職元住友金属工業の上
昨日、盛岡グランドホテルにおきまして、岩手県
司で専務取締役を務められた方に先月ご挨拶に上
立大学学長鈴木厚人氏の「２０１６年基礎物理学
がりましたら、「鈴木厚人君は新潟高校時代の同級
ブレイクスルー賞」受賞の記念祝賀会が行われ、私
生だから、私の名刺を渡してお祝いを言っておいて
も参加させて頂きました。この賞は基礎物理学分野
欲しい」と言われ、今回それが叶って大変嬉しく思い
でノーベル賞に次ぐ栄誉と言われ、米国のアップル、 ました。
グーグル、フェイスブックなど新興大企業の拠出によ
話は変わりますが、２５２０地区の地区大会は３月
り創設されたブレイクスルー賞財団より基礎物理学
２６日（土）～２７日（日）に開催され、みなさまにも

大勢参加頂きたいと考えておりますが、表彰対象と
なる方を花巻ＲＣから忘れずエントリーして欲しいとい
うことで、表彰基準に照らしてクラブ推薦を行いまし
たのでご報告します。
１つ目が「会員増強に対するガバナー賞」の新入
会員３名以上増強した会員である会長エレクト吉田
和洋君です。２つ目が「長寿会員賞」の現役会員年
齢８０才に到達した安藤武彦君です。３つめが「クラ
ブプロジェクトの特筆すべき活動に対するガバナー
賞」の職業奉仕委員長谷村繁君「ベン・ベル支援プ
ロジェクト」です。推薦理由欄には花巻ＲＣの具体的
支援内容を列記し、①日本酒製造会社南部美人
へのインターンシップ実現、②クラブの例会や地域
行事、日本語修得など日本文化の理解支援、③ニ
コニコボックスからの金銭的支援、④二戸ロータリ
ークラブとの連携体制の構築などについて記入させ
て頂きました。地区大会において無事表彰対象にな
っていることを祈るばかりです。
ホットスプリングスの日本語教師石崎青空さんの
件ですが、中国在住の石崎さんの彼氏がホットスプ
リングスに来られて話し合い、やはり契約期間１年満
了後はホットスプリングスを去ることに決めたそうで、
正式に日本語教師の再募集を行うこととなり、昨日
花巻国際交流協会のホームページに新たな募集
要項を掲載致しました。花巻の中学校の英語教師を
１年か２年現地に派遣するプランについては、米国
の年度が８月に始まり日本が４月に始まることの時
期的ずれ、赴任期間を満了して日本へ戻ってきたと
きの職場復帰の問題、先方が提示している年俸４２,
０００ドルと日本の教師の年俸の差など、個人では
乗り越えにくい、県と市の教育委員会双方に関わる
問題を整理して派遣制度として構築しないと難しい
問題であり、上田市長から県教育委員会にお話し
頂く方向になったと思っておりますが、いかんせん時
間がかかることで、２０１６年８月に向けては昨年と
同様、２年の期間で公募を行うことになりました。ホッ
トスプリングスとしても一旦日本語コースを開設した
からにはそう簡単にはやめられず、外務省の外郭団
体である日本財団から昨年３０，０００ドルの補助金
を頂戴していることもあり、この際ホットスプリングス
へ英語教師を派遣する継続的な制度を構築するに
はよい機会なのではと思っておりますが、数年がかり
の試みでもあり、みなさまの側面支援を宜しくお願い
致します。
さらに国際交流協会の話で恐縮ですが、花巻国
際交流協会の事務局は、現在常務理事１名と事務
局員２名の３名体制でとり行っておりますが、花巻市
役所国際交流室からは、この方向性を維持してさら
に協会に頑張ってもらう方向にご理解を頂き、事務
職員１名を増員することを計画してくれております。
正式決定しますと４月１日スタートに合わせて、協

会事務職員を募集することになり、３／１の広報花
巻に掲載し、３月半ばにかけて選考させて頂きます。
みなさまのお近くに、英語が少々話せて、国際交流
に興味のある方がいらっしゃればぜひお声をかけて
頂きたいと思います。
最後に、平塚ロータリークラブとの懇親ゴルフに
ついて申し上げます。私と会長エレクト吉田和洋君、
友好クラブ委員長稲田則之君、ガバナー補佐上田
穣君と最低４名のスケジュールを合わせて平塚ＲＣ
と調整させて頂いた結果、６／１６（木）の例会に出
席し、１７（金）平塚富士見カントリークラブで懇親ゴ
ルフする予定になりそうであります。正式案内はのち
ほど差し上げますが、ぜひより多くの会員で、さらに
一歩踏み込んだ交流が深められれば幸いと考えて
おります。奮ってご参加のほどを宜しくお願い申し上
げます。
それでは早速、湯川先生のスピーチを拝聴致しま
しょう。宜しくお願い致します。
◆プログラム
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

（クラブ、職業、社会、国際、青少年奉
仕各委員会）
花巻 RC の準
会員のように
思っていま
す。

Ro
花巻南 RC

湯川 英機 氏

『国際ロータリーの創立記念日は 1905 2 月 23
日なので、今年は当クラブの例会日（火曜）です。
2987 回例会に、たぶん会長が創立記念日に因ん
だ話をすると思いますので私は別の話をします。
浅沼さんが花巻 RC 会長の時に、私も花巻南 RC
の会長をやらせていただきまして、その頃から花巻
RC にお世話になっております。この辺にそろえている
物、マークだとか机だとか会長のアレだとか旗の固
定具などはだいたい私と浅沼さんと一緒に環境を整
えたものです。そのポールは私の病院のものです。
花巻 RC はさすが 60 年の歴史をお持ちのクラブで
すのでたくさんの奉仕活動、特に青少年の育成に力
を入れておられるようで、高校生の奨学生や小学生
バレーボール大会も 30 回目を迎えるようです。障が
い者福祉施設わたぼうし支援、奥様達の”菊の会“も
奉仕活動をされている。友好クラブ平塚 RC との連
携、それから私もお供させて頂いた米国ホットスプリ
ングス市ヴィレッジ RC と国際姉妹クラブと、かなり活

躍されているクラブだなぁと余所からは見えます。自
信をもって続けて頂ければなぁと思っております。
創立 111 歳となるロータリークラブ、次年度、ロ
ータリー財団は 100 周年になるそうです。ですから
来年は寄付することも言われると思うのですが、財
団には寄付するのではなくて、財団のお金をいかに
使うかという策を練られて、貴クラブであれば三田さ
んを中心に考えられて、100 周年に意義のある活動
をされたらいかがでしょうか。
私は先ほどロータリーが嫌いだと申し上げましたが、
なぜ嫌いかと言うと、“良く判らない”ということであり
ます。20 数年のロータリアンとなっていますが未だ良
く判らない。世界遺産になった平泉に行っても、何が
世界遺産なのか判らない。そういう意味ではロータリ
ーと平泉は似ている気がします。ロータリーは奉仕の
理想、平泉は浄土思想・・・良く判らない。宮澤賢治
も良く判らない。
今年のテーマ“世界のプレゼントになろう”にしても
小学生に説明しろと言われても難しい。先ほどチョコ
レートを頂きましたが、プレゼントを頂くのは嬉しいの
ですがプレゼントに“なろう”と言われても私は良く判
らない。やはり難しい事は優しく説明できなければ何
もならないと思います。
ロ ー タ リ ー ソン グ
歌詞バナー用の
ポ ー ルは会長 当
時に病院から持
ってきたもので
す。
その時から置いた
ままになっていま
す。
文句ばかり言ってても仕方がないので、話題を変
えて・・・手続要覧は 3 年に一回書き換えられます。
英語版から日本語版が出来るまで 2 年くらい要しま
す。今年また審議会がありますので 2018 年か 19 年
頃に日本語版が出来ると思います。中味を見ると、
まるで夏目漱石が明治時代に書いたような難しい漢
字の文章・・・だから誰も読まないんですよね。ロータ
リアンのバイブルなのでみんな持っていなきゃならな
いのだけれど、誰も読まない・・。因みにこの手続要
覧がどのように難しいかと言うと、ロータリーは職業
奉仕がメインですので、第 7 章の｛奉仕部門｝を読ん
でみます。ロータリーの行動規範というのが第 1 番に
ありまして” 1) すべての行動と活動において、高潔
性という中核的価値観の模範を示すこと。“と書いて
ある。何のことか判らない。こういうのが手続要覧な
のです。これでロータリーを判れと言ってもなかなか
判らない。
それで、全ておかしい事ばかり書いているかと言うと
そうでもないんです。以前、IMをやった時に、私がタ

バコの有害性の話をしたことがあります。その時のこ
とを覚えている人がロータリーの集まりで会うと「先生
の前だから、今日は吸わない」とか、「今日は灰皿が
あるから、先生、吸っていいですか？」とかわざわざ
訊きにくる人がいるんですが、実は手続要覧にきち
んと書いてあるんです。＜喫煙（Smoking）＞の項に
喫煙は健康に有害であるため、会員ならびに来賓
は各自、会合やそのほかのロータリー関連の行事の
間、喫煙しないよう奨励される（RI細則2.050.）と書
いてある。ですから“ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄでは吸っても構わな
いがロータリーの行事を行っている間は吸わないよう
にしましょう”と、要覧にちゃんと書いてあるんです。で
も、未だ私の顔色をうかがって聞きにくる人には「ここ
に書いてある」とは言わずに「いいんじゃないですか」
と応えています。このように手続要覧には良い事も書
いてあるのです。
公式ロゴは2013年8月に変更になっています。皆さ
んが着けているエンブレムやバッジも古い物は新し
い物と代えなければいけません。今度の地区大会あ
たりから買えるんじゃないかと思っています。
あらかじめ用意して頂いたロータリーの友2015年2
月号38ｐをご覧ください。「ロータリーの特別月間が
変ります」と書いてあります。これによると2月は「平和
と紛争予防/紛争解決月間」となっておりまして「世
界理解月間」ではもうないんです。だけども「RI創立
記念」は変りませんので、それはそのままでいいんで
す。ただ、月間が変っているんです。ロータリーの友
とか、月信とか読んでいないと判らないことなのです。
今日お集まりの皆さんは判っているかとは思います。
このようにロータリーのことが変わるということがありま
す。2月の「平和と紛争月間」に関しては天皇陛下の
フィリピン訪問は、まさに平和へのメッセージだと思い
ます。～中略～人間の教育について水沢出身の後
藤新平の有名な言葉「金を残して死ぬ者は下。
仕事を残して死ぬ者は中だ。人を残して死ぬ者は上
だ。」と言っております。ロータリアンもモノづくりとか
金を残すとか、寄付だとかもいいんですが、やはり人
づくりが大切だと思います。～後略～』
深い意味を考え
させられるお話
を頂きました。
花巻に先生のよ
うな方がいらし
てくれて本当に
心強いです。

●新入会員 入会式
早池峰法律事務所

◆第 2981 回例会のメニュー
前田 毅 弁護士
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。

＜スズキのムニエル＞

◆次回のプログラム

◆出席報告
３３人中１５人の出席
出席率 53.6％
メイクアップ
なし

正式に 1 月 1 日付けで入
会させて頂きました。
先ほど隣の方から「例え
ば女房と別れた場合・・」
と冗談を言われました
(笑)。
もしも、そのような相談が
ありましたら、お気軽にお
声を掛けて下さい。

前回修正 60.8％

◆ニコニコボックス
湯川 英機 君
お世話になります。
佐々木 史昭 君
湯川先生には、お忙しいところ貴重な御講話を頂
戴し、大変ありがとうございました。暖かいながらも
厳しく含蓄のあるお話、大変勉強になりました。
これからも花巻の大御所として御指導をよろしくお
願い致します。
三田 望 君
本日は、お忙しい中、花巻南 R・C からゲストとして
湯川英機様にご出席をいただきました。久々の湯
川節、楽しいテーマでのお話、ありがとうございまし
た。
谷村 繁君（Web 非公開）

阿部 一郎 君
2 月 3 日、仙台台合同庁舎にて、経済産業局より、
新連携事業認定を受けて来ました。東北で 3 事業
のみの認定であり、岩手では当社の服薬支援装置
の事業のみの認定となりました。今後、この認定を
はずみに、服薬支援装置の普及に努めたいと考え
ています。

２月２３日（火）
※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

◆今後のプログラム案内
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
（3/12～13）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
～お知らせ～
２月２８日（日）ＩＭ＠水沢グランドホテル／
担当クラブ水沢東ＲＣ・幹事
３月 ５日（土） １７時～２０時 ロータリー財団学友会
＠ホテルグランシェール花巻
３月１２日（土）～１３日（日）第３０回花巻ロータリーカップ
バレーボール大会
＠花巻総合体育館
３月２５日（金） 地区大会親睦ゴルフコンペ
＠仙台ＣＣ名取コース
２６日（土） 地区大会会長幹事会、地区特別セミナー、
ＲＩ会長代理歓迎晩餐会
２７日（日） 第２５２０地区大会地区
＠仙台国際センター／往復３ＲＣ合同バスで参ります。
◆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.jp
URL http//www.hanamaki-rc.com
記事担当/鹿討

