
 

 

 

 

 

第 2994回例会 No.36  2016年 4月 19日 

               
 

1. 開会点鐘  

2. ロータリーソング斉唱 

3. 会長の時間 

4.  幹事および委員会報告 

5.  出席報告 

6.  ニコニコボックス 

7. 閉会点鐘 

 

 

※4/21（木）花巻市市民憲章推進協議会総会の

開催について （ご案内） 

花巻市市民憲章推進協議会  会長 三田 望 

※花巻市勤労青少年ホーム リーフレット  

花巻市勤労青少年ホーム  館長 伊藤 一男 

※生駒時計店 カタログ （２０１６年～２０１７年）         

                      ㈱生駒時計店 

※4/28（木）平成 28年度花巻市友好都市交流委

員会幹事会及び総会の開催について （ご案内） 

花巻市友好都市交流委員会 

                  会長  宮澤 啓祐 

※ハイライトよねやま 193号 

       （公財） ロータリー米山記念奨学会 

 

 

■会長の時間   佐々木 史昭君 
 

「台湾との交流、ベンのその後」 

 

 
            

 

 

 

 

 

 

みなさん、こんにちわ。本日は、いわて花巻空港

新ターミナル開所式と台湾定期チャーター便歓迎

セレモニーが開催され、弊社にて北工区の建築工

事を担当させて頂きましたので、私もその他大勢の

一人として参加して参りました。達増知事はじめ、田

村県会議長、上田花巻市長、県会議員のみなさま、

小原花巻市議会議長、及川県土整備部長、八重

樫技監、その他関係者及びマスコミ各社が顔を揃

え、台湾側からも中華航空会長、台湾旅行業者６

社の社長ないし副社長、機長、客室乗務員などが

集い、大変賑やかな式典でした。今晩は佳松園で

歓迎レセプションが予定されているそうです。花巻空

港の搭乗者数も東日本大震災以降順調に伸びて

おり、今秋以降の日台定期便就航はほぼ既定路線

という感じですが、定期便が継続するためには双方

の往来が定着しなければならず、花巻国際交流協

会含めて多少の関わりを持つ立場としますと、そのた

めの仕組みがもっと必要だろうと感じます。そこで花

巻ロータリークラブとして台湾に友好ロータリークラ

ブをもつというのはいかがでしょうか？台湾に友人が

いれば現地に行った時の過ごし方も変わりますし、案

内してもらえば普通では経験できない楽しみ方も出

来るでしょう。冬は台湾で、夏は岩手でゴルフをすれ

ば年中ゴルフを楽しめますし、冬にスキーに連れて

いって温泉に入って美味しい日本酒を飲めば、岩手

好きになること間違いなしと思います。台湾のそのよ

うな場所に連れて行って頂けるかと思うと楽しげな

気持ちにもなります。花巻空港を利用した花巻なら

ではの友好ロータリークラブのあり方を検討したいも

のと思います。 

さてその後のベンの状況についてご報告申し上げ

ます。ベンはおかげさまでマスコミにも多数登場して

有名人となりましたが、酒造りインターンシップ２シー

ズン目もこの連休で終わろうとしており、私は先週南

部美人を訪問し、ベンと久慈社長にお会いして参り

ました。久慈社長は相変わらず超多忙でベンの酒

蔵での修業にはほとんどタッチしておらず、ベンの守

役に指名された平野雅章さんも営業担当でベンの

ＨＡＮＡＭＡＫＩ 
ROTARY CULB 
花巻ロータリークラブ 

ブレティン 

ROTARY INTERNATIONAL 
DISTRICT 2520  

国際ロータリー第 2520 地区 

2015-2016  

◆例会プログラム 

目に見える地域貢献をしよう！ 

◆幹事報告 

 

◆第 2993（4/12）例会の概要 

 

Bulletin/ web 



日常生活にタッチしているわけでもなく、ベンは最近

異動になった新しい上司とそりが合わずにホームシッ

クで米国に帰りたいとメールが私にも届いたりしてい

ました。もちろん日本酒造りを２年でマスターするの

は不可能ですが、久慈社長はベンの真面目な人柄

を大変評価していて、ベンが本当にアメリカで日本

酒醸造会社を立ち上げるのであれば支援することを

既に決めておられました。インターンシップ仕上げの

意味で帰国する前に必ずビジネスプランを可視化

するように、と私は随分前からベンに言っていました

が、ようやく先週ビジネスプランＶｅｒ１（英語版）が

私とメアリーのところに届きました。まだまだＶ１です

が、ベンらしく真面目で、アメリカらしくよく練られてい

て具体的で数字も出されていますし、こちらが大変

勉強になりました。日本語訳はまだ出来ていないとい

うことでしたので、協会職員に日本語訳を作ってもら

い、久慈社長に予めお送りして目を通しておいて頂

きました。さすがに今日は詳しく述べることはできませ

んが、触り部分のみご紹介致します。 

ベンはホットスプリングスを日本国外最高の日本

酒醸造拠点にしようとしています。そこでは、アーカ

ンソー州産山田錦とホットスプリングスの水をつかい、

南部美人から技術供与を受けて国外で醸造される

最高品質の日本酒をつくり、地元のレストランやバ

ーで提供されます。もともと観光地のホットスプリング

スは、現在はアートを切り口にした新たな観光戦略

を展開していて、ダウンタウンでは古くなったビルをリ

ノベーションして再活用するなど取り組んでおられま

すが、ベンの日本酒醸造所はその一角を占め、観

光ルートにも入り、醸造工程が見学でき、テイスティ

ングルームで出来たての高品質な日本酒を味わう

ことができ、日本酒を楽しむための酒器や、日本風

おつまみ、日本食、日本文化などを体験することが

出来ます。 

日本酒醸造について紹介する施設があり、日本

酒造りセミナーが実施され、インターンシップも受け

入れるなど、海外に於ける日本酒醸造の総本山的

な施設を目指しています。醸造された日本酒は地元

で消費される他に、アーカンソー州はもちろん全米

各地、さらには米国外への輸出、そして他ブランドで

ＯＥＭ供給することまで視野に入っています。 

このビジネスプランの肝は、ホンモノの日本がそこ

にあるということです。ホットスプリングスと花巻との

姉妹都市関係がその源であり、花巻は日本三大杜

氏南部杜氏の里であり、同じ岩手県の南部美人で

修業を積んだベンが、南部美人の技術供与を受け、

ホンモノの美味しい出来たて日本酒を造っているこ

とに最大の価値を付けています。ホットスプリングス

の視点としたたかさは見事というしかなく、私たちもこ

の発想に学び、逆にホットスプリングスから発信され

る花巻の高級なイメージを花巻ブランドの国際化に

繋げる視点をもたなければいけないと思います。宮

澤賢治や温泉、安全安心な農産物など、花巻の厳

選された本当に良いものを英語で情報発信していく

ことが必要だと思います。 

初期投資は約２億円、ざっくり設備に１億円、当

面の運転資金に１億円に充てられるようで、リトルロ

ック在住の法律家の方が半分以上引き受けてくれる

見通しが付いているようです。ホットスプリングスの

方々も出資を検討されているようです。南部美人さ

んは金銭面の出資は検討されていないようですが、

技術面で全面支援され、南部美人さんの夢でもあ

った海外での日本酒醸造ビジネスがリスクの少ない

形で動き出そうとしています。 

ベンはゼネラルマネージャーとして総責任者とな

り、現在リトルロックで蒸留酒メーカーに勤務している

醸造担当者と、別のビール醸造所に勤務しているボ

トリング担当者がベンのビジネスパートナーとして当

初から運営に参画するようです。 

米国でも四季があり、新米が取れ日本酒の仕込

みが始まるのは秋口１０月からとなりますので、２０１

６年１０月は無理として、２０１７年１０月に仕込みを

開始するのが当面のスケジュール目標になりそうで

す。実質１年ちょっとしかありませんので、ベンの気持

ちとすれば５月には帰国したいという勢いですが、花

巻ロータリークラブとしてもこれまで支援してきた経

緯もあり、ぜひ帰国前にクラブ例会に参加頂き、ビ

ジネスプランなど発表して貰いたいと調整したところ、



５月１０日昼例会にお越し頂き、その後上田市長訪

問、あいさつまわり、夜には有志でベンを励ます会を

催したいと考えております。国際交流協会事務局で

幹事を致しますが、ロータリアンのみなさまにもお声

かけさせて頂きますので、ぜひ都合の付く方にはご

参加頂きたいと思います。 

石崎青空さんの後任の日本語教師の件ですが、

３月に行われた１次選考に残った花巻在住の英語

教員資格を持った若い候補者をホットスプリングスに

推薦したところ、石崎さんが取得できたＨ１Ｂという

専門家就労ビザは下りそうになく、Ｊ１ビザという交流

のためのビザも教育経験が足りず難しそうだという専

門家の指導があり、急遽ビザの問題がなさそうな昨

年応募頂いた海外経験が豊富な方と交渉したとこ

ろ前向きに検討してもらえることになり、とりあえずホ

ッとしているところです。 

さていよいよ来週は鳥谷ヶ崎神社さんでのお花見

例会です。素晴らしいことに当日、桜は満開が予想

されています。赤藤のお弁当も理事会協議によりグ

レードアップされましたし、ぜひ多くのみなさまにご参

加頂きたいと存じます。 

さて本日は、雑誌月間に因んで、雑誌委員長で

ある下坂和臣さんにスピーチを頂きます。みなさま宜

しくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆プログラム 雑誌委員会担当スピーチ 

          下坂 和臣委員長 

 

 

②定款について 

第 4条「綱領」は、2013.7.01に「ﾛｰﾀﾘｰの目的」に

変更になっているが、花巻 RC の活動計画書は、以

前のまま「綱領」となっている。 

 ・表現が簡単・判り易く変更されている。 

 ・花巻 RCの定款お見直し必要か。 

 

 

 

 

 

 

 

①雑誌について 

※雑誌委員会・事業計画 

◆ロータリークラブの発展とロータリアンの向上の

為に『ロータリーの友』の活用を勧める。 

◆「ロータリーの友」の興味をひく記事等を例会で

紹介する。 

※定款・第 14条「ロータリーの雑誌」第 1節 

◆ロータリー雑誌を購読しなくてはならない。 

細則 8条 第 1節 

 ◆毎月雑誌の簡単な紹介を手配し、（中略）あらゆ

る方法によって雑誌を本クラブ会員及びロータリア

ン以外の人々に役立てるものとする。 

 

休んでいてここに出てくるのは忸怩たる思いがあり

ましたが、谷村さんが事務所に見えて“年寄りも出て

こい”と尻を叩かれまして出て参りました。私たちが入

った 40 数年前は、“欠席したらクビ”だと言われまし

た。入る条件は『会費を払えること』と、『休みなく例

会に出席すること』、例会（本会）に出れなかった時

は、どこかのクラブの例会に顔出して、メーキャップ

してこい、と言う“うるさい時代”に育ったんですが、

歳と共に、いつの間にか、その思い出も忘れて、長

い間休んでしまい申しわけありませんでした。 

 

 

 

 

 

③出席について 

※例会の出席は正会員の最も基本的な責務。会

員がお互いに胸襟を開いて親交を深め公私を語り

あう機会。出席は定款上、年間では 50％以上出席

することが必要。早退の場合は例会の 6 割の時間

出席しなければ出席とは認めず。それまでは「なる

べく返るな」ということ。 

※例外規定「出席既定の免除」 

・年齢が 65 歳以上の会員で、かつ、一つまたは複

数のロータリ・クラブのロータリー歴と会員の年齢の

合計が 85年以上。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆第 2520地区 長寿会員賞 

 傘寿（80歳）  安藤 武彦 君 

下坂 和臣 雑誌委員長 

 

④職務 

・会長：本クラブの会合及び理事会の会合において

議長を務める。 

・副会長：会長不在の場合は本クラブの会合及び

理事会の会合において議長を務める。 

・幹事：会員の記録を整理保管し会合における出席

を記録する。 

・昔、私は副幹事を務めている時、毎日、日報を書

かせられた。そして全体を勉強して幹事となった。 

 

 

 

 

眼がぼやける

ので、ドライア

イかと思ってい

ましたが、アレ

ルギーでした。 

非常に視え難

くて困っていま

す。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33人中 17人の出席 

出席率   54.8％ 

   前回修正 66.7％ 

【メイクアップ】 

 4/8（金）  花巻南高等学校入学式      

佐々木史昭君       

 

 

◆佐々木 史昭君 

本日、いわて花巻空港新ターミナルの開所式が行

われ、終了後には、中華航空会長、台湾の旅行会

社 6 社の社長、第一便に乗られた台湾からの旅行

者のみなさんを迎える歓迎セレモニーが行われまし

た。花巻ロータリークラブとしても台湾のロータリーク

ラブとの友好親善を考えたいと思いました。 

◆下坂 和臣君 

会員誕生祝、妻の誕生祝、結婚記念日 有難うご

ざいます。 

◆安藤 武彦君 

長期欠席申し訳ありません。 

◆三田 望君 

下坂さん、改めて花巻 RC の歴史と伝統に触れさせ

て戴きました。これからもぜひ機会を見てロータリー

の基本を伝授下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

４月２６日（火）みちのくｺｶｺｰﾗ新工場視察 

1０：３０現地集合、１１：４５現地解散 

ゲストスピーチみちのくコカコーラ製造部長藤田友博氏 

／担当 職業奉仕委員長 佐藤健一郎君 

 

 

 

５月 ３日（火）年間プログラムにより 休会 

 

５月 10日（火）慶祝該当者スピーチ/担当 澤田幹事 
 

5月度 会員誕生祝：会員誕生祝：吉田和洋君、 

佐々木史昭 

夫人誕生祝：戸来修子さん（昭浩）、三田香子さん（望） 

結婚記念 ：佐藤良介・敦子さん、谷村繁・るり子さん、

三田望・香子さん 澤田常夫・香子さん、 

滝田吉郎・和子さん、鳥畑昭裕・千佳子さん、 

稲田典之・久美さん、立花徳久・真紀子さん、 

阿部一郎・秀子さん 

在籍表彰 ：なし 

～お知らせ～ 

５月 ７日（土）盛岡西ＲＣ50周年  

14：00～記念式典、祝賀会＠ホテル東日本３Ｆ 

／吉田会長エレクト、上田ガバナー補佐２名参加 

５月１４日（土）宮古東ＲＣ50 周年 10：00～記念講演、

12：00～記念式典、  14：00～祝賀会  ／佐々木

会長、澤田幹事、吉田エレクト、鹿討副幹事４名参加 

◆ニコニコボックス 

◆第 2993回 例会のメニュー 

◆次回のプログラム 

◆出席報告 

◆今後のプログラム案内 

赤魚のみぞれ煮 

◆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 

 

  

 

 

  

3月生まれ：伊藤 隆規君 

 

⑤その他 

・私は 3年ほど遠野 RCに入会。通算 44年ロータリ

ーに入っておりますが、花巻に来て非常に助かった

のが多くの方々と知り合ったこと、非常にこれは私に

とってプラスになりました。 

 

・今のようにホテルがない時代、いろんな大会をする

ときは文化会館で、自らみんなで汗水たらしながら

机や椅子を運んで会場づくりをしたりしたわけです。 

 

・花巻ロータリークラブは上町の突き当りの「花巻デ

パート」の5階にあったわけです。そのあと1983年に

「やぶや」さんに移りました。「やぶや」さんに移ったあ

と、1987 年 9 月 1 日からここ「ホテル花城」に移っ

てきた、という歴史があります。 

 

・花巻デパート時代、後に国民栄誉賞を受賞した昭

和の大歌手「藤山一郎」さんが「ふらっ」とお見えに

なった。（当時、東京西 RC 会員）みんなビックリし

て、スピーチをして頂きました。スピーチをされた後

お帰りになるときに、「ここのロータリーソングのテー

プは間違いがある、歌い方、音階が違う」ということ

で、お帰りになった後テープを送って頂きました。そ

のテープを長―く使っていたのですが、いつの間に

かどこかへ行ってしまった。伝えるということは会社

でも大変ですがロータリーでも大変だなぁ・・と実感

しています。 

・会長時（1986 年）には、いかにして多くの皆さんに

出席して頂くかということに力を入れた。「食事の際

のBGMの工夫」「ニコニコBoxの拍手」「3K運動“禁

煙・乾杯（返盃）禁止・こんにちは運動」など。 

「四つのテスト」の提唱。 

・老人ホーム慰問：「菊の会」のおしめ洗濯奉仕。 
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