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目に見える地域貢献をしよう！

第 2990 回例会 No.32
2016 年 3 月 15 日

■会長の時間

佐々木

史昭君

「マルカンショックとロータリー財団学友会」

◆例会プログラム
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

開会点鐘
ロータリーソング斉唱
会長の時間
花巻ＲＣ奨学生卒業報告
／担当 橋川秀治 花巻ＲＣ奨学生委員長
ｹﾞｽﾄ 花巻北高校長 在原眞様、
3 年 赤沼玲奈さん
※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
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

◆幹事報告
◆4/17（日）地区研修・協議会 交通（手段）アク
セスに関するアンケート
/国際ロータリー第 2520 地区
次期代表幹事 門田 崇
◆4/17（日）「2016 年地区研修・協議会」開催のご
案内
/国際ロータリー第 2520 地区
ガバナーエレクト 濱守 豊秋

◆第 2989（3/8）例会の概要
親睦委員の出席
がなかったので、
急きょ、戸来君
の初仕事となりま
した。

ゲストの川村篤
理事長(左)とオ
ブザーブ参加の
高橋嘉信（北
上 ・ 和 賀 RC ）
君。
ありがと うござい
ました！

みなさん、こんにちわ。昨日は花巻発の大変残念
なニュースが全国を駆け巡りました。マルカン大食
堂の閉鎖です。昨日、花巻商工会議所の議員懇談
会があり、佐々木一社長から説明がありましたが、老
朽化したビルの耐震工事に 1 億円、エアコンディショ
ナーの修理に１億円５０００万円、解体して更地に
するにしても数億円、花巻市から事業継続のための
補助金の提案もかなりの額に上ったようですが、経
営者として断腸の思いで決断されたようです。ファン
の多いマルカン食堂が今後どのような形で地域に残
されていくのか、桜台のアルテに行けばソフトクリー
ムとナポリカツは食べられるとか、他の施設で限定
のメニューが継続されるとか、何らかのビジョンが示
されれば少し安心出来たのですが、昨日は全く言及
されませんでした。マルカンファンは永遠だと思いま
すので、何とかこの資産を継承していってもらいたい
ものだと思います。
昨日の懇親会で、北上商工会議所副会頭の佐
藤直也さんがおっしゃっていましたが、世界の海運に
おける物流の動きを示す指数としてバルチック海運
指数というものがあり、世界の鉄鉱石、石炭、穀物と
いったドライカーゴを運搬する外航不定期船の運賃
をベースに１９８５年を１０００として算出していて、
リーマンショック前は最高１１７９３を記録したものの、
リーマンショック後は６６３まで低下したそうですが、
今は何とこの指数が５００を切る水準まで低下して
いるそうです。中国ショックとして新聞、マスコミ等を
騒がせてはおりましたが、私たちにはそれほど影響は
ないと思っておりましたが、日本産スクラップを中国
に輸出するというようなビジネスをされている方には
大きな影響が出ているようです。私たちの知らないう
ちにリーマンショック級の世界経済危機が進行しつ

つあるのかもしれませんが、私の業界は全くの国内
産業であり、みなさんそれぞれに影響の大きい分野
があると思いますので、何か情報があれば教えて頂
きたいと思います。

ファンとなり、夢を持って学友会の会合にいらっしゃい
ますが、行ってみると参加者が少なくがっかりして、い
つのまにか学友会から遠のいているというのが現状
だろうと思います。
ロータリーの会長として考えますと、若者に貴重
先週土曜日、岩手県溶接協会主催の岩手県溶
な経験をさせ、社会に貢献する人材を育成したはず
接技術競技会が花巻のポリテクセンターで開催さ
なのに、その後のフォローが行われず、事業をやりっ
れ、私は実行委員長として職業奉仕させて頂きまし
ぱなしで検証を行っていないということではないかと
た。アーク溶接の部と半自動溶接の部の２部門に
思います。派遣を経験して高揚し、ロータリーへのあ
合計３６名の県内各社の代表が参加し、溶接外観、 こがれや感謝の念があるうちに事後研修を行って学
内部の溶け込み状況、溶着金属の機械的性質の
友会の一員であることを認識させ、学友会総会で
総合計で１位となった方２名が岩手県代表として全 新たな学友として紹介し、意識の高い方々をネットワ
国大会に参加します。今年は第５６回大会であり、５ ーク化していけば、さらなる地域貢献が期待できる
６年にわたり全国で予選が開催され、各県代表が
だろうと思います。一方学友の立場で申せば、学友
集まって全国大会が開かれる金属製品製造業界の に任せっぱなしの現状で改善を期待するのは難しい
ベースとなる大会です。当社は３年連続で岩手県
と思います。２５２０地区として取り組む形を整え、応
代表として全国大会に出場し、昨年は全国１７位に
援して貰う学友を徐々に増やし、集まる方が増えて
入賞させて頂きましたが、今年も函館全国大会に連 いきさえすれば、元々素晴らしい経験を積んでロー
れて行ってくれ！とハッパをかけております。岩手県
タリーへの思いのある方々ですから、面白い話がたく
勢はかつて第４０回大会に北上鐵工の清水義正さ
さん出てくるのではないかと思います。
ん、第４３回に榊鐵工所の伊藤久男さんが全国優
花巻では、石鳥谷在住の音楽家佐藤寿美子さ
勝した実績もありますが、昨年は両部門ともトヨタ自
んが１年間米国ワシントン州シアトルに行かれていま
動車が優勝、上位はマツダ、小松製作所、日立建
すし、赤坂裕矢君という震災の年に台湾に派遣され
機、東芝、三菱電機、ＩＨＩなど大手企業が独占して
る予定で取りやめになった方が市役所職員におられ
いるのが現状です。
ます。各地域にこのような学友がいらっしゃるはずな
当社は毎年数名の高卒新卒者を採用して工場
ので、各クラブ側からも地域の学友を再認識しても
に配属しておりますが、溶接は最大の基本技術で、
らうことが必要だろうと思います。
先輩に指導させながら計画的に溶接技量を修得さ
さて、本日は、いよいよ今週末に迫りました花巻ロ
せています。溶接ができない者は何をやっても一人
ータリーカップ花巻地区小学生親善バレーボール
前になりません。これから益々人手不足の時代にな
大会に因んで、花巻市小学生バレーボール連盟会
っていくと思いますが、溶接管理技術は当社競争力
長川村篤さまよりご講演を頂戴致します。今日の講
の源泉でもあり、地元志向の真面目な高卒社員を
話をお聴き頂き、今週土曜日、日曜日にぜひ花巻
採用させていただき、しっかりした技量を身につけさ
市総合体育館までお越し頂きたいと思います。それ
せ、そのプロセスを通じて人としても育てるという意
では宜しくお願い致します。
味で、岩手県溶接技術選手権は大変意義深いもの
◆ゲストスピーチ
です。最終結果が出るまで１ヶ月以上かかりますが、
花巻バレーボール協会理事長 川村 篤様
そのときはご報告申し上げたいと思います。
「花巻ロータリーカップ小学生大会について」
土曜日の夕方には、ロータリー財団学友会がグラ
ンシェール花巻にて開催され、１６名の学友とロータ
リー関係者が集まりました。開催地として花巻ＲＣ会
長宛にご案内を頂戴しましたが、私は学友の一員で
すので澤田幹事に代理出席を頂き、激励の言葉を
頂戴致しました。ロータリー財団学友会は、２５２０
地区ロータリー財団委員会の実施したＧＳＥや長期
留学生派遣事業のＯＢ、ＯＧ組織であり、全体名簿
に２００名弱いる大きい組織です。先日は、私のほ
か、三田望さん、北上ＲＣ笠井昭彦パストガバナー
も学友として参加されましたが、毎回会合自体は参
加者１０程度の寂しいものにとどまっています。ＲＩ組
織を活かしたロータリーの国際交流活動は大変素
晴らしいものがあり、体験した学友はロータリーの大

川村さんのご紹
介は上田さんの
方が適任ですの
お任せしたいと
思います。

笹木賢治 社会奉仕大委員長
前会長の川村さ
んに騙されて
（笑）花巻市小
学校バレーボー
ル連盟の会長を
やっております。
上田 穣君

花巻バレーボール協会
理事長
川村 篤 氏

20 周年の時にロー
タリーさんから感謝
状を頂きました。そ
の時の会場も、この
ホテル花城。昨日
のような気がして
10 年経つのはすご
く早いなあと感じて
います。

◆経営者の皆さんの前で話をするということは、生ま
れて初めてですので大変、なんか足元が落ち着か
ないというのか、ドキドキしております。
このロータリーカップの小学生バレーボールは 31 年
目になるわけですけれども、実は 20 周年の時にロー
タリーさんから私、感謝状を頂いていまして、その時
の会場もこのホテル花城でして昨日のような気がし
て 10 年経つのはすごく早いなあと・・・今日お邪魔し
てから感じていました。
このロータリーカップの発足、スタートは当時の中辻
弁護士さんに、女の子が 3 人いらして、長女が小学
校を卒業して中学校に入り、次女三女が小学校に
いらしたわけです。その時に中辻さんがバレーにハマ
って、こういうロータリークラブでも青少年育成うん
ぬん・・・あるんで、バレーボールの大会どうなんだ？
て言われて始めたのが第一回だったと思います。
◆ここ最近 4～5 年は若い連中に運営を任せて足
を運んでいませんでしたが、今度の土日はちゃんと
顔を出します。県内でもこのように 31 年も長く続いて
いる長い大会はないわけで、優勝カップを見ただけ
でも全国で一番じゃないですか？と思うくらい大きい
カップです。これだけは胸張ってどこの県に行っても
遠征しても恥ずかしくない大会です。立派なカップが
あるんだよって話題になります。
◆依頼を受けましてから、日中時間の取れる人がい
ないか、何人かに当たったんですが、最終的に時間
取れるのは私しかいなかったので私が図々しくお邪
魔した次第です。
◆今、小学生を見れば、バレーに限らず、サッカー、
野球、ソフトボール、バドミントンといろいろスポ少は
ありますけれど、正確には分かりませんが、土曜、日
曜、屋外で子供たちの姿が見えないんですよね。
聞くところによると家の中でゲームをやったりしてるよ
うです。私たちが小さい頃であれば、50 年、60 年前
の話、ほとんど外で遊んでいたわけですけれど・・・
山登り、木登り、川で泳いだり。私が勉強したところ
では、12 歳までしか運動神経は発達しないんです。
１２歳と言うのは小学 6 年生なんです。中学校に行
って運動クラブに入る、文化部に入るわけなんです
が、やはり中学校スタートよりも小学校でいくらか運
動して中学校に入学して運動部に入るとかすれば、

何のクラブでもやっぱり動きとか違いますし、スポ
少をやっていれば言葉使いとかも違うので、スム
ーズに成長していくのかなと思います。
◆花巻スポーツ少年団には男子女子がありまし
て、今男子の方を担当している訳です。他に市内
では南城の女子、湯本の女子、東和の女子、男
子、あと大迫の男女、石鳥谷男女とあるんですけ
れども、ちょっと増えてきているんです。
やっぱり指導している人たちっていうのは、もちろ
んボランティアですし中学校の先生とか高校の顧
問の先生よりもすごく情熱たっぷりの人達がスポ
少の場合は教えているんですね。みんなプライド
高くて、「俺が１番だ！」って勝手に思っている人
たちが指導している訳なんですけれど、子どもたち
をいかに正しく育てるか、バレーボールスポーツ
少年団に入ってきた子たちだけは、教えてあげた
いなと指導者はみんな思っています。
◆私の少年団では、技術指導は若い監督がほと
んどやります。私の担当は、こう見えても生活指導
です。大きい声であいさつするとか、話しする人の
目を見て話を聴け、とか練習が終わった後、学校
から帰った後、出かけて家に戻った時、必ず家に
入ったら 365 日手洗いうがいをしっかりしなさいと
か。徹底してやっています。それでも学校で流行
しているインフルエンザにかかったりする子はもち
ろんいますけれども、最小限に留めようと思って生
活指導をやっています。
◆子ども達には、なかなか真っ直ぐに見て話を聴
くようなことができない子供がいます。直立、気を
つけした状態で話を聴けない子、慣れていない子
供たちがいます。低学年なんかは。それができる
ようになると人の話の意味を聴き取るような仕草、
顔つきになってきますので、そういう子供たちを育
てたいなあと思って私はやっています。試合であ
れ練習であれ「今のはどうなんだ？」と聞くとすぐ
に答えが返ってきます。お家でゴロゴロやってゲ
ームをやっていたんじゃ、こういったことって経験で
きないだろうなと勝手に思ってます。
◆なかなか反応の鈍い子もいるんですけれども、
最初入ってきたときには両親と結びつかないんで
すね。どなたがお父さんなのか、お母さんなの
か。子どもが落ち着きがないとか、言うことを聞か
ないとか、後でお父さんお母さんを教えてもらえ
ば「あ～この親あって、この子ありか・・・」って「この
子あって、この親なのか」ってイコールになります。
家庭で真剣に、当たり前に子育てをしてるのか、
どうか分かります。素晴らしい挨拶、行動をしてい
る子供の親を教えてもらえば、「なるほどな～この
親あって、この子あるんだな」って本当に感じま
す。
【以下 省略】

を聴かせていただけました。今週末は益々の御盛会
を祈念しております。
◆滝田 吉郎君
３月５日、花巻東高校の卒業式がありました。卒業
生 190 名が努力の絶えることのない人生を送り、
勇往邁進することを願います。
◆高橋 嘉信君 《北上・和賀 RC》
例会欠席が多くなって来ました。
これからもお世話になります。

◆花巻ロータリーカップ

当日の模様

◆第 2989 回

例会のメニュー

間八 シオカマ焼き
◆次回のプログラム
３月２２日(火） 会員卓話／担当 飯塚 正晴君
「生命保険の査定について」

◆今後のプログラム案内
３月２９日（火） 年間プログラムにより 休会
４月５日（火） 慶祝該当者スピーチ
３月度及び４月度
４月１２日（火） 雑誌委員会担当ゲストスピーチ
/下坂委員長、浅沼副委員長
４月１９日（火） 観桜会（菊の会合同）
＠鳥谷ヶ崎神社社務所内にて
/担当 阿部一郎親睦委員長

◆出席報告
３３人中１3 人の出席
出席率 48.1％
前回修正 59.3％
メイクアップ
3/5（土）ロータリー財団学友会
澤田常夫君
三田 望君、橋川秀治

◆ニコニコボックス
◆佐々木 史明君
花巻バレーボール協会理事長の川村篤さん、ご講
話ありがとうございました。31 年間続く花巻ロータリー
クラブ最大の青少年奉仕事業であり、貴重な裏話

☆年祝い対象者：
米寿/高橋 健君
古希/堀合康亮君、佐藤健一郎君、高橋 豊君
本厄（４２歳）/前田 毅君

還暦/該当者なし

～お知らせ～
３月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
＠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

