
 

 

 

 

 

第 2999回例会 No.41  2016年 5月 31日 

               
 
1. 開会点鐘  
2. ロータリーソング斉唱 
3. 会長の時間 
4. プログラム 
5.  クラブフォーラムＲＩ世界大会ソウル会議報告  

／担当：参加者各位 
・上田穣君、三田望君、吉田和洋君、立花徳久
君、鹿討康弘君、阿部一郎君、高橋典克君、
佐々木史昭（順不同） 

6. 幹事および委員会報告 
7. 出席報告 
8. ニコニコボックス 
9. 閉会点鐘 

 
 

 

なし 
 
 
 

■会長の時間 佐々木 史昭 君 

「花巻ＲＣ奨学金授与式」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
みなさん、こんにちわ。本日は、岩手県立花巻北

高等学校の下町壽男校長先生と２年生の奨学生

にお越し頂いております。お忙しいところ、どうもあり

がとうございます。 

 

私は既に何回か下町校長先生と顔合わせさせて

頂いておりますが、この３月までお世話になった在原

先生に負けず劣らず大変素晴らしい校長先生であり、

花巻とホットスプリングスの姉妹都市交流が深まって、

お付き合いのチャンネルが増えている今、花巻北高

とホットスプリングスのトップスクールＡＳＭＳＡとの交

流を深化させるのに、うってつけの方にお越し頂いた

と大変よろこんでいるところです。 

先日、オリオン会という、三田望さんが代表幹事

を務められている、花巻在住の盛岡一高同窓会が

開催されましたが、北湯口の総合教育センター駐在

で岩手県教育委員会のＳＧＨ（スーパーグローバル

ハイスクール）を担当している方もいらっしゃっていて、

下町校長先生のお話に及んだどころからも確信を

得たところです。 

本日は、奨学金授与式が終了後、下町校長先

生から花巻北高の現状等について、時間の許す限

りお話しをして頂くよう打合せしておりますので、楽し

みにして頂きたいと思います。 

 

先ほど申し上げました盛岡一高のＳＧＨですが、

予算規模は数年間で１０００万円に近い数百万円

ということです。この予算を活用して、昨年は 10数

名の生徒と先生をボストンに派遣して、ＭＩＴやボスト

ン大学、ＴＥＤトークで有名なＭＩＴメディアラボ等を

視察し、著名な方々に時間を取って貰ってお話しを

聴き、ボストン市内観光や、ボストンフィルハーモニ

ーのコンサートを聴く研修などもあり、感受性豊かな

高校生が世界を感じるのにこれほど素晴らしいことは

ないと感じます。 

盛岡一高は創立１３６年になり、１００周年記念

事業から続いている白堊の翼という海外派遣事業も

毎年欠かさず行われており、毎年１０名以上の生徒

がアメリカやヨーロッパ、オーストラリアに派遣されて

います。 ここ数年岩手県が主催している「希望郷い

わてグローバル人材育成事業」にも応募、参加する

ことができます。 この選択肢の多さ、多種多様さ、

自信を付けて帰国した派遣生が醸し出す学内の雰

囲気、それに負けないアカデミックな先生達、それら

が相まって広い視野と、大きな夢を抱いた生徒を育

てるのだろうと思います。 

花巻でも少しでもそれに近づけていきたい、花巻

ロータリークラブも何とかいいお手伝いしたいものと

思います。 

 

ところで、ホットスプリングスで一年間、日本語を

教えてくれていました石崎青空さんが無事に一年間

のお勤めを終え、６月初旬に帰国することになりまし

た。あれからもう一年、早いものです。 

６月はじめに、ホットスプリングスから高校生が毎

年の派遣事業で花巻にいらっしゃいますが、そのうち

１名が石崎青空さんの教え子です。６月６日に花巻

北高でも受入を計画して頂いておりますが、そこに

石崎青空さんにも同席して、先生や生徒とふれあっ
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て頂く事を計画したいと思っております。 

石崎さんのお話しですと、ＡＳＭＳＡは花巻以外

との国際交流もかなり取り組んでおられます。花巻に

は１人いらっしゃいますが、日米のかけはしプロジェク

トに採択されて２名がこの夏、秋田を訪れるようです

し、日本のＳＳＨ（スーパーサイエンスハイスクール）

の指定を受けている大阪府立天王寺高校から６名

の生徒と先生数名がＡＳＭＳＡを訪れ、寮生活をお

くられ、ホットスプリングス国立公園や自然について

研修し、英語でポスターを作り、プレゼンされたよう

です。石崎さんもその発表を聴かれ、大変レベルが

高くて感心したと言っていました。 

またＡＳＭＳＡ独自にイタリアやスペインに行くプロ

グラムを提供しており、中国との交流も検討している

ということです。ＡＳＭＳＡからは色々学ぶことが多い

だろうと思いますし、石崎さんの経験も貴重だろうと

思います。 

 

石崎さんは８月のお盆明けには中国に渡られると

いうことで、その前に花巻ロータリークラブにお越し

頂いて、ホットスプリングスの報告会を設けたいと思

います。みなさま、楽しみにお待ち下さい。 

それでは、本日の会長の時間は以上とし、早速奨

学金授与式を始めたいと思います。宜しくお願い申し

上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇佐々木会長より、花巻北高校各学年 1名ずつ、 
計 3名の方の奨学金が授与されました。1年生の 
奨学生には預金通帳と印鑑が渡されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本日は高校総体の開会式の応援でお忙しいにも関

わらず、下町校長先生と 2 年生の奨学生に授与式に

いらして戴きました。ブラスバンドで活躍されている3年

生、リケジョを目指す 1年生の奨学生の奨学金は下町

校長先生を介して授与して頂くこととなりました。 

 この奨学金制度は返還無用で義務は例会等での短

いスピーチのみと純粋に地域の人財育成への貢献を

意図して1970年より、46年に亘って続けられている花

巻ＲＣが誇るべき事業です。今後も始められた先人の

心を受け継いで支援して参りたいと思います。 

 

■下町校長先生のスピーチ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この4月に花巻北高校に赴任いたしました下町です。

花巻ＲＣの皆様にはいつも花巻北高校の生徒に温か

いご支援を頂き、感謝申し上げます。 

 

ＲＣは真実を探求し、公平な精神で友情を深め、社

会に役立つ人を育てるという理念を持たれていると理

解しています。その期待に応えるためには、これからの

学校生活を「自ら学び」、「高い理想に燃えて」、「郷土

の為に尽くす」そういう視点を持って過ごす必要がある

と思いますし、奨学生だけでなく学校としてもそういう心

を持つ生徒を育てて行きたいと思っています。 

 

さて本校の現状ですが、4 月に私を含めて 11 名の 

教員が加わり職員は 60名体制、新入生 234名が入り、

全校生徒 714名、これが本校のオールメンバーです。 

校門をくぐると 20 本ほど垂れ幕が並んでますが、昨

年部活動でも素晴らしい活動がありました。特筆すべき

は弓道部で全国選抜個人準優勝した選手がいます。

ハンドボールでも全国選抜出場を果たしました。東北

大会で全勝優勝、国体強化指定校ではなく、スタメン

5人は高校スタートでこの成績はすごいと思います。 

 

文化部では吹奏楽が11年連続金賞で東北大会に

出ています。今年、広島で行われる全国高総文祭に

推挙され、出場します。6 月 4 日には定期演奏会が花

巻市文化会館でありますので、是非おいで下さい。 

因みに今日は盛岡で高総体の総合開会式、これは花

 

◆花巻ＲＣ奨学金交付式 
/担当 橋川秀治花巻 RC青少年委員長、 

ゲスト 花巻北高校長先生 下町嘉男様、 

2年生奨学生 

 

 
 

 

 

 下町校長先生 

誇るべき伝統の奨
学金制度。本日、
高総体の応援等
で不在の 3年生と
1年生方には後日
あらためてお話を
伺う機会を設けま
す。 
 花巻 RC奨学委員長 橋川秀治君 



北の応援団の独壇場です（笑）。私はあとでビデオで

観ますが、あの応援団に勝るところはないでしょう。壮

行式の時には世界一の応援団と言ったんですが、応

援団幹部だけでなく、生徒も含めて応援団で会場す

べての人が驚くような応援を繰り広げていると思います。

なお高総体で優勝旗返還をアーチェリー部がやります。

頑張っています。 

また、5月 14日に行われた剣道の選抜大会で男子

の団体が優勝致しました。新聞にも 4 年ぶりに王座奪

回と大きく載ってました。今年の高校総体も楽しみです

が、国体があり、強化校に生徒がシードされ難しいです。

ただ、そこをやり遂げて行けば価値があると思います。 

 

学業については昨年、東北大学に 15 人入るという

ことでこれはかなり頑張ったと言えると思います。東大

にはなかなか入らなくって、市長さんにはいつも「もう12

年入ってない、どうなってんだ。俺でさえ入れたのに」と

言われるんですが…（笑）  ねぇ（笑） 

まあ、東大に入れるような人づくりについては、東大

に入るためには勉強だけ鍛えてもダメでして、もっと広

い視野…東大を目指すことによって、実績よりも学校

全体、先生の力量が高まり、生徒にもっと広い、深みの

ある学習を提供するなど、そういったことにつながって

行ければ良いのかなと思っています。 

国公立大学が主になりますが、今年は 168 名が国

公立大学に入り、私立大学は 214 名の合格。進学校

としての評価も上がったと思います。 

 

本校の卒業生も頑張ってるという話もしたいなと思い

ます。先程話が出た高橋英輝選手、明日本校で激励

会を行います。最初に市役所を表敬訪問して本校にい

らっしゃいますので、是非来て下さい。終わったら即行

で練習に帰るそうです。恩師の塚田先生によると現在

の世界ランクは 1 位、先日の競歩 5ｋｍの大会でも優

勝し、メダルに近いということで楽しみです。 

校長室に居りますと色んな人が訪ねてきます。今日

も 31 回生の方が来られて、「これは 31 回生の写真だ。

此処にいるのが大瀧詠一だ」と写真を見せて頂きまし

た。大瀧泳一さんは本校は 1 年間で去って行った・・・

風の又三郎のような人（笑）です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あと、今日来ている彼女は英語部ですが、英語部

の人達が中心になって『マルカンプロジェクト』を始めま

した。かなりご存知の方も多いと思います。今どうなった

かは分かりませんが、いずれ、生徒たちがちょっと動いた

ことによって、自分たちの出来る一歩が大人の人達を

動かしてるという…これってすごく大事なことだなと思い

ます。そのマルカンプロジェクトによって大人たちが自分

たちもじゃあ協力したいと言って作った「マルカンプロジ

ェクトＴシャツ」がこれです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これをガールスカウトをやっているお母さんたちが作っ

てくれ、私も昨日2着買いましたが、子供達が出来る活

動が地域や社会を動かしました。 

 

私が始業式で生徒に言ったのは、桜雲臺精神「高

い理想に燃えて、郷土の為に尽くすんだ」という崇高な

精神、崇高偉大な心を持つことと共にもう一つ、隣の

人を幸せにできるような利他の心を持つことでした。 

今できる一歩というのが自分の人生を変えるし、隣

の人を変えるかも知れない。そうするともしかしたら地域

の文化まで変えることになるかも知れない。 

このように実は「自分が出来る一歩をやる」というの

はとても価値のあることではないか・・・と話しました。 

 

花巻北高校は「マルカンプロジェクト」もそうですが、

8 年前の花巻北高校在籍時に起きた運動に「フラワー

ロールちゃん」があります。私が担任していた生徒小野

寺さんがＪＣの人達と話をして作ったキャラクターです。

キャラクターデザインを募集して、奈良県の美大生が

応募したものが採用され、3 万円とプラス花巻温泉の

宿泊券がつきました。これも花北の生徒が中心になっ

てやった・・・。花巻北高にはそういう文化というか精神

が生徒の中に生き続けているのだと思います。 

大瀧詠一さんもそうですが、卒業生の力強さをつく

づく感じます。花巻北高校桜雲野球部東京後援会の

伊藤事務局長からは甲子園に行った時のラジオ実況

の音をノイズを取ってＣＤに焼いたものを持ってきてくだ

さいました。開けるとジャケットが良く出来ていてすごい

んです。 

色んな方がアピールしてくださっているので私もと思

い、ホームページを少しだけリニューアルしました。校長

メッセージの下に校長日記というのがあり、私が感じた

事や生徒の活躍を綴っております。是非ご覧ください。 

 

本校のこれからについてお知らせいたします。特徴

的なカリキュラムとして二つ挙げますと「総合的な学

習」が毎週 1時間あります。これは生徒たちが自ら課題

を見つけ、課題研究の時間で自由にグループを作って

グループ毎に研究をするもので、8 月 27 日の桜雲祭

で発表になります。これは公開ですので是非見に来て

ください。（2年生奨学生は被災地学習を研究中） 

 

 



もう一つの目玉は国際教育、本校は国際教育部会

の事務局校でして、来年 8月に花巻温泉に 800人位

集まって全国大会を開きます。ホットスプリングや台湾

との交流も模索しています。何分、伝手もなく、皆様か

らお知恵を頂きながら、大会の成功を目指す中で、何

とか生徒たちがグローバルな意識を持ち、リテラシー

が上がればと思います。ここにあらためて日頃の温かい

ご支援に感謝申し上げ、私の挨拶と致します。 

 

■2年生奨学生のスピーチ 

本日はこのような会にお招き頂き有難うございます。

私は英語部に所属しており、ネイティブの先生と会話し

たり、英語の映画を観たり、異国の文化に触れる楽しい

活動をしています。今は大学選択で迷っています。 

私は空間デザインと言語系の学問に興味があり、今度

筑波大学のオープンキャンパスに行く予定です。奨学

金は進路に役立つように大切に使って参ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33人中 16人の出席 

出席率   57.1％ 

   前回修正  64.2％ 

【メ－キャップ】 

5/23（月） ソウル世界大会事前打ち合わせ会 

佐々木史昭君、吉田和洋君、上田穣君、鹿討康弘

君、阿部一郎君、立花徳久君、高橋典克君（7名） 

 

 

 

◆佐々木 史昭君 

花巻北高の下町校長先生、奨学生には当クラブの

例会にお越しいただき、スピーチを頂戴し、ありがとう

ございました。有意義に活用いただき、未来に大きく

羽ばたいて下さい。 

◆佐藤 良介君 

本日は母校花巻北高生に奨学生として奨学金を授

与して頂きありがとうございました。また、下町校長先

生には学校の紹介をして頂き、ありがとうございました。

母校の益々の発展をお祈りいたします。 

◆三田 望君 

下町校長先生、引率及び北高の現況報告ありがと

うございました。奨学生にはしっかり学んで有為な人

財とならん事を期待しております。ロータリークラブと

のご縁も忘れずに。 

◆橋川 秀治君 

下町校長先生、奨学生さん、ＲＣ例会にご参加いた

だきありがとうございます。これからも学校の様子や

諸活動の成果をお聞かせ頂ければ幸いです。 

◆下町 嘉男様（ゲスト） 

本日、初めて参加させていただきました。いつも花巻

北高の生徒に温かい眼差しを向けて頂き、ありがとう

ございます。これからも宜しくお願いします。 

今朝、校長室に生徒が数学の質問に訪れてくれまし

た。ちょっと嬉しくなってニコニコしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月７日（火）第３０００回例会＆菊の会４０周年 

祝賀会（平塚ＲＣ来訪予定８名）＠佳松園  

 

 

 

１４日（火）クラブ協議会／年間事業報告 

（クラブ、社会、職業、国際、青少年奉仕委員会） 

２１日(火)クラブ協議会／新年度事業計画発表 

(クラブ、社会、職業、国際、青少年奉仕委員会） 

２８日（火）最終例会【家族会・夜例会】 ＠やぶや／ 

親睦委員会担当／ゲスト（予定）石崎青空さん 

／ホットスプリングス日本語コース報告ほか 

 

～お知らせ～ 

 

６月 ２日（木）１１：００～  ６月度理事会 及び 

第３０００回例会打合せ  ＠佳松園 

１０日（金）花巻３ＲＣ合同ゴルフコンペ  

＠盛岡南ＧＣ  花巻南ＲＣ担当 

１１日（土）２０１６年規定審議会報告会 ＠エポカ２１ 

＠ホテルグランシェール花巻 

１３日（月） 第２分区合同会長幹事引継会議 

１８：３０～＠ホテルグランシェール花巻 

１６日（木）１２：３０～  平塚ＲＣ昼例会訪問 

１７日（金）平塚ＲＣ懇親会ゴルフコンペ参加  

＠平塚富士見ＣＣ 

 

 

◆ニコニコボックス 

◆次回のプログラム 

◆出席報告 

◆今後のプログラム案内 

 

◆第 2998 回 例会のメニュー 

 

 

白身魚カニあんかけ 

 

◆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/橋川 

 

  

 

高校総体開会式の大

事な時を押してお越し

頂き感謝致します。奨

学生の希望が叶えら

れるように祈りつつ、

今後も先生や同窓生

と一体となって支援し

て参りたいと思います。 
青少年奉仕委員会 

佐藤良介大委員長 

 

mailto:hrc@hanamaki-cci.or.jp

