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『三方よし、プラス One(世界)よし！』

心が篤い地帯で、アルカポネで有名な禁酒法が解けた後も
法律がまだ生きてるように街には一軒も酒屋がなかったり、
私は刺激物は頂きませんというホストも多く、2 日か 3 日
ごとに 5 週間で 12 家族回ったんですが、お酒がない家が多
かったです。ちょっとがっかりしまして、だんだんウイス
キーの瓶をスーツケースに隠し、喉が渇いたと言って氷と
水を貰っては夜な夜なウイスキーを垂らして飲んだりしま
した(笑) 懐かしいですが、禁酒には非常に厳しいところで、
本当に真面目な州だなと感じました。

また、職業週間と言って、GSE では自分の仕事に関わる
ところで 1 週間過ごさないといけない決まりがあり、私は
石油関係という事で精油所に連れて行かれました。
プラントも 40 年も前なので今からみればそうでもない
でしょうが、すごい大きなところに連れて行かれて、ヘル
◆幹事報告
メットかぶっていろいろ説明頂きました。正直言ってここ
・次年度(2017-18 年度)雑誌委員長への『友』誌付について はまぁ、あまり面白いものではなかったです。
一緒に行った方は英語の塾のオーナーの方、東北大工学
[ロータリーの友事務所]
部卒で新日鉄釜石の技師やってる方、それから石巻市役所
・2017 年ロータリー国際大会アトランタのご案内
[㈱阪神交通社] の職員、そしてもう一人がここで言えば花巻病院、精神科
の病院で障がい者の方々をサポートする看護師さんなのか、
・ハイライトよねやま 204［(公財)ロータリー米山記念奨学会］実際現場で面倒見る方で宮城県の亘理から推薦された方で
した。そのお蔭で学校だとか障がい者の施設、色んな工場
◆第 3036 (3/14)例会の概要
関係とたくさん見て歩き、色んなショックを受けました。

）例会の概要
■四つのテスト
佐々木 史昭 君
言行はこれに照らしてから
一．真実かどうか
一．みんなに公平か
一．好意と友情を深めるか
一．みんなのためになるかどうか

■副会長の時間

三田

望 君

さっきから何だか居心地が悪いんです
が、今日は花巻中学校第 70 回の卒業式で
ありまして、PTA 会長の吉田会長も立花
エレクトもそちらに出なくてはならない
という事で私めが挨拶を致します。
また、佐々木直前会長は明日から 2 週間
に亘るオクラホマ引率という慌ただしい
最中、バナーを預かりに来られ、例会にも
出席して頂き、大変ありがとうございます。
実 は 私 も ロ ー タ リ ー に 入 る 前 に GSE （ Group Study
Exchenge）プログラムに参加しました。ロータリアンはも
とより、親族がロータリアンでもエントリー出来ず、年齢
も 20 歳から 35 歳までの若い人で職業を持ってる人という
条件のもので偶々私も仲間に入れてもらいまして、オクラ
ホマに行きました。当時、32 歳で私がで最年長、5 人のメ
ンバーにロータリアンの団長さんと言う顔ぶれでした。
オクラホマはアメリカの岩手県という感じの田舎で、見
渡す限り、
“オイルウェル”というオイルを汲み上げるポン
プがギッコンバッタンとやってたり、牧場、牧場、牧場で、
自家用飛行機で農場を見学した時は、見渡す限り全部自分
の農場だったりと大変雄大なのんびりした州で、一般的な
アメリカのイメージとはかけ離れた感じでした。
オクラホマ州はインディアンが集められて最後の居住地
になったところでして、インディアン関係の色んなミュー
ジアムだとか史跡があり、色んな処を見せて頂きました。
それから宗教ベルトと言って、キリスト教ですが、信仰

特に障がい者の施設はほんとにびっくりして、息が止ま
りました。初めて見たんです。知的障がいの方が多かった
んですが、50 人位がヘットギアつけて奇声を上げて、すご
く騒然として、頭を壁にガンガンぶつけてる子供がいたり、
食事ももちろん自分で摂れません。そこで吃驚したのが、
障がい者が障がい者の面倒を見てるんですね。通所型の施
設だったので、一般の乗り合いバスで通ってくるんですが、
軽度の障がい者が車椅子を押して通ってる姿。40 年も前な
ので日本では施設そのものもほとんどありませんでしたの
で大変ショックでしたし、見学出来て、私自身も障がい者
に対する意識が全く変わりました。それからわたぼうしだ
とかこぶし苑だとか、様々な障がいの方々とのつながりが
ずっとある訳ですけれども、これが原点になってると今で
も思っています。
そういう訳で人それぞれ受け止め方はあると思いますが、
どうぞ佐々木史昭さんも半分は楽しんで、決してゴルフな
んかしないで(爆笑) 青少年短期留学研修に尽力して来て
下さい。また、お土産話を楽しみにしています。
今日は奨学生の卒業という事で下町校長先生、そして奨
学生のお母さんにお越し頂いております。いつもありがと
うございます。それでは会長の時間はここまでにしてお話
を伺おうと思います。ありがとうございました。

◆ゲストスピーチ 奨学生卒業報告
県立花巻北高等学校 下町 壽男 校長先生
奨学生 S さんのお母上様
ゲスト紹介 青少年奉仕委員会 大委員長 笹木賢治 君
今日は花巻 RC 奨学生の卒業報告という事で、
花巻北高校の下町校長先生にお越し頂いていま
す。先程、何分話をすればいいのかと聞かれまし
たのでうちの三田副会長はきっちり時間通り、
13 時に終わりますので、その後 20 分以上話して
下さいとお伝えしました(笑) お母さんも娘さ
んの高校生活や将来についてお話しできる範囲
でご紹介をお願い致します。

■卒業報告

花巻北高校

下町校長先生

こんにちは。ロータリアンの皆様に
はいつもお世話になっています。私は
ここに来ると皆様の温かい気持ちに触
れて、とてもリラックスします。そし
て、花巻北高校の生徒たちに対しても、
いろいろな面からご支援をいただき、
誠にありがとうございます。この場を
借りてお礼申し上げます。
先ほど、佐々木さんからいろいろ話
を聞いて、いよいよ新年度から私も入らなければいけない
のかなと（大拍手）・・・本当にありがたく思っています。
いやあ、長いですね 20 分って（笑）
。
今日は何の日かご存じでしょうか？ホワイトデーですね。
チョコを貰ったら、大体チョコを返しますが、私はパイを
返すんです。何故かというと、3.14 は円周率。私、数学の
教師なので（笑）
。因みに、今日 3036 回っていう数字を
見て、ああ、これって凄いな、３でも４でも 11 でも割り
切れる、そういうことばっかり浮かびます（笑）
。
今朝、1 年生の小田島さんが、明日からロータリーの派
遣でオクラホマに旅立つとのことで、挨拶に来ました。「花
巻の眼鏡のおじさん」
（佐々木さんのこと）と一緒だと言っ
ていました（笑）
。どうぞよろしくお願いします。
奨学生の S さんのことは、お母さんが話されると思いま
すので、私からは今年の 3 年生についてご報告をさせて頂
こうと思います。
丁度今、大学入試の前期試験
が終わりまして、後期に向かっ
て頑張っているところです。卒
業式が終わって、巣立ったとは
いえ、多くの卒業生は、翌日も
制服を着て学校に勉強しに来
ています。
振り返ってみると、私は今年度からしかつきあいはない
のですが、今年の 3 年生は素晴らしい活躍をした生徒が多
かったと思います。例えば、弓道部の前島さんは、全国選
抜大会で準優勝しています。全国のトップレベルの力があ
り、これから早稲田大学に進学するのですが、大学に行っ
ても活躍されると思います。
また、文芸部の長畑さんは、全国高等学校文芸コンクー
ル短歌の部で最優秀賞を授賞し、また、先日は三田先生か
ら花巻ユネスコ賞もいただきました。
希望郷いわて国体では、ハンドボール、アーチェリー、
陸上の三段跳びの 3 種目に 4 人の 3 年生が出場し、活躍し
ました。それから、全国高総文祭広島大会では、吹奏楽部
が出場しました。S さんは吹奏楽部の部長さんです。この
ように、3 年生の活躍は挙げればキリがありません。
ですが、そのような華々しい部活動の成果や、大学受験
など進路での素晴らしい結果だけではなく、凡事を徹底し
一生懸命頑張る姿や、日常的にさわやかに挨拶をする姿が
素晴らしいなあと思っています。
実は、この会が終わった後、14 時から卒業式を行いま
す。1 人のための卒業式です。偶々、卒業式の日に、入学
試験が重なって出られなかった生徒がいたんです。ですの
で、この会が終わったらタキシードに着替えてかけるける
予定です。
式辞を書くためにリサーチしました。その生徒は野球部

のマネージャーで、男子の中で 1 人だけの女性として頑張
っていることが評価されて、希望郷いわて国体では始球式
を努めました。このように、一人一人にいろいろなストー
リーがあるんですね。
私は、幸いなことに花巻北高校は 2 度目なんです。その
前の大野高校も、
その前の盛岡三高も 2 度勤務しています。
2 回行くのは非常にありがたくて、昔の教え子の姿を見る
ことができる。花巻北高校のかつての教え子たちは結構地
元に残っています。彼らの活躍を見るのは教師冥利だなと
思います。
活躍している子は、高校時代、そんなに華々しい成績と
は限りません。学校に来るのが大変だったという生徒でも、
実は力強く活躍していることだってあります。
あと、3 年生の事では、前期試験が終わっていますので、
前期の結果についても少しだけお話をしたいと思います。
今年、岩手県では東大に 5 人、京大には本校から 1 名が
合格しました。県全体としてややさびしい部分もあります。
花巻北高校は、それぞれの生徒の進路実現というのもあ
りますが、もう一つ、県政の課題、例えば医師不足とか、
復興を支えるリーダーの育成というミッションがあります。
その中で、東大や京大や医学部に生徒を送り出すことも本
校には期待されていると思います。
今年、京大に合格した生徒は、マルカンプロジェクトを
中心的に行ってきた大江さんという生徒で、先日、新聞に
記事が載っていました。非常にアクティブな生徒で、総合
的な学習の時間では学校教育に問題意識を持ち、フリース
クールの研究を行っていました。今後の活躍がとても楽し
みです。
本校では、このように総合的な学習の時間に「自由研究」
を行っています。黒沢尻北高校では、北上市のバックアッ
プなどもある中で、盛り上げているようですね。本校の場
合は、わりと自由に、生徒にまかせていて、殆どの先生は
ノータッチです。だからこそ、その自由研究の中で、自分
たちでいろいろな課題を見つけ、勉強の楽しさを見いだし
ていくのではないかと思います。
奨学生の S さんも、紙飛行機の研究を行って、非常に高
い評価を得て、文化祭でも代表として発表しました。そう
やって、生徒達にどうやって主体的に学びに向かわせるか
を常に考えているところです。
前期試験について、少しだけ自慢話をすると、岩手大学
の合格率は 87.5%、東北大学は 72.7%でした。このよう
な高い合格率は、先生方の指導が手厚いということと、生
徒がそれに応えて頑張った結果だと思います。これから、
後期、そして私立大学等に向かって頑張っている生徒を応
援しています。
私は、本校の先生方に「国公立大の数を云々するのは止
めよう」と宣言しています。そいうことに価値を見いだす
べきではないと思っています。ただ、親から求められたり、
経済的な面もあり、国公立大学志向が強いため、それに向
かって尻を叩いて勉強をさせていくという宿命も本校はも
っているのは事実です。
ただ、それと同時に、先ほどの自由研究も含めて、どう
すれば生徒が主体的に学びだすか、楽しく勉強に取り組め
るか、長い目で人生を見て、力強く生きること、いわゆる
ロータリーの精神みたいなものをどうやったら高校生活の
中で芽生えさせることができるかということを考えながら
取り組んでいきたいと思っております。
そういう意味でも、このような会に来て、多くの方から

話を聞いたり、いろいろな事柄に触れるというのは大変あ
りがたいことだなと思います。
先ほどの三田副会長様のお話も大変心に響きました。こ
れからもどうぞよろしくお願いいたします。

と思いますので、どうぞ励ましてあげて頂きたい。そうい
う言葉もありましたよという事をお伝え戴ければ嬉しく思
います。どうぞひとつお母さん共々ですね、これからも頑
張ってください。ロータリーとの御縁も忘れずにいて欲し
いなと思います。今日はどうもありがとうございました。

■奨学生のお母様のご挨拶
何を話そうか考えましたが決まらず、まずは娘がどうし
て花巻北高校に入ったかをお話します。娘は吹奏楽部に入
って部長をやらせて頂きました。中学校の吹奏楽部は弱小
で地区大会出ても銅賞とか、良くて銀賞で、県大会は夢の
また夢でした。中学 3 年になって進路を決めるにあたり、
娘には志望校が 2 つあったんですが、花巻北高に行って、
吹奏楽をやりたいという事で入学しました。
そして吹奏楽部に入部して初めの地区大会、いきなり県
大会に行けることになって、それだけで私も凄く感動して
しまいました。すごい高い壁だった県大会にあっさり行け
てもの凄く喜んだことを覚えています。そして県大会での
演奏が終わり、東北大会にも行けるという事になった時に、
本当に信じられない思いでいっぱいでした。
その後、結局、3 年連続で東北大会に出場することが出
来て、彼女としては本当に充実した学校生活だったと思い
ます。
そういった中で、楽器はトランペットをやっていた訳で
すが、まず音がうまく出ない。口元についているマウスピ
ースが合ってないんじゃないかという事で、いきなり顧問
の細野先生に「今から、マウスピース買いに行くから車乗
れ」って言われて盛岡の楽器屋さんに連れて行かれ、自分
に合ったマウスピースを選んで頂いて、そこから音がすご
く大きく出るようになったと聞いています。
先生方のご指導のお蔭で昨年は全国高校文化祭で岩手県
代表として演奏することもでき、彼女はとても充実したク
ラブ活動、高校生活を送ったと思います。ただ、部長とし
てのプレッシャーもあり、体調を崩したりして、勉学に十
分に力を入れられなかった部分もあり、ロータリー様にご
支援を頂いているにも関わらず、皆様が期待されるような
ところに進学ができなかったことが、本人にも私にも悔や
まれてなりません。4 月から心を切り替え、専門学校で勉
学に励みたいと本人も申しております。本当に有難うござ
いました。

■三田副会長より餞のことば
お母様、今日は意を決してお越し戴き、
ありがとうございました。人生、振り返っ
てみますと、本当に 1 年や 2 年、ちょっと
躓いたりと言うのはあります。我々の年代
になってもまだ乗り越えなくてはならない
壁にぶつかることはまだまだあります。
今は精神的に色々プレッシャーを感じら
れてるでしょう、それも実はいい肥やしになるだろうなと
思いますし、その挫折感が実はやっぱり将来ですね、娘さ
んを強くするんではないかなと思います。この体験がもの
すごく大事で、逆にそれがあったからこそ今があると言え
る人生が多分これから拓けてくると思います。
ですからどうかひとつ、奨学生だからと言うのではなく、
実はロータリーとすれば、学校の推薦を得て、お手伝いを
させて頂いてる訳ですが、順風満帆な学生生活を送られる
方ばかりではなくても、それも一つの高校生活のパターン
だと思うんですね。よくある一つの事例で遠慮することも、
卑屈になることも、お詫びをすることも全くないと思いま
す。ロータリーとすればそういう方を今年の 3 年生として
送り出したんだという風に思えるように、将来ですね、振
り返って、ご本人があれがあったからこそ、そう思えるよ
うな人生になれば非常にかえって素晴らしいんじゃないか

先日のロータリーカップバレーボール大会の
開会式に会長、幹事、そして副幹事と私も参加
しました。大会主催側の上田会長から一言。

■3/11-12 花巻ロータリーカップ
小学生親睦女子バレーボール大会
報告 上田 穣 君
小学生バレーボール連
盟の会長としてロータ
リークラブの皆様には
本当に御礼を申し上げ
ます。ありがとうござ
います。素敵な横断幕を作って頂き
ました。花巻ロータリーカップとい
う文字が白地に赤で描いてあって、それで会場が引き締ま
って、大変盛り上がりました。どういう訳か 2 つも横断
幕があるという事で御礼申し上げます。ありがとうござい
ました。

◇滝田 吉郎 君①『3 月 10 日に三女に次男が誕生しまし
た。4 人目の孫です。
』
②『先程、花巻中学校の卒業式に出席しました。PTA
会長
33 人中 13 人の出席
出 席 率
46.4 ％
吉田和洋君、同窓会長の上田穣君の素晴らしい祝辞でし
前回修正
100 ％
た。上田君のトマトとメロンの話、ロータリーでも聞き
（IM 花巻全員登録のため）
たいなぁ～』
メーキャップ
◇藤田 勝敏 君『飯塚さん、短い間でしたが、お世話にな
3/8 (水) 宮澤啓祐氏旭日小綬章祝賀会
吉田和洋君
りました。私も平成 25 年～26 年、被災地(大船渡)で勤
3/11(土) ロータリーカップ小学生親睦バレーボール大会
務しましたが、宮古と大船渡は復興が進んでいる地域で
滝田吉郎君・吉田和洋君・鹿討康弘君・
した。健康に留意し、三陸の地を楽しんで下さい。
』
上田穣君・阿部一郎君
◇佐々木 史昭 君 『下町校長先生、S さんのお母様、本
日は花巻ロータリークラブ例会にお越しいただき、大変
◆短期留学生研修出発挨拶
佐々木 史昭 君
ありがとうございました。今後益々花巻の高校生がのび
のび成長できるようにご活躍をお祈り申し上げます。』
明日からオクラホマに行って参り ◇阿部 一郎 君 『花巻北高、下町校長先生、佐々木様、
ますので、皆様よろしくお願い致し 本日はお忙しい所、出席戴きありがとうございました。
ます。40 年前から実は始まっており 北高生の今後増々の活躍を祈念いたします。先程、花巻
まして、皆さんもご存知の菅野多利 中学校第 70 回卒業式に出席して来ました。吉田会長、
雄さんがガバナーの時に前後して始 立花エレクトの義務教育最後の卒業という事で感慨深
い式になったと思います。来賓で吉田 PTA 会長と上田同
まっております。
窓会長の挨拶があり、トマトとメロンのお話が印象深く
その前の年のガバナーが梅津善四郎 頭に残ってます。
』
さん、花巻の方でその時の GSE の
委員に下坂さんが居られるんです。 ◇橋川 秀治 君 『北高下町校長先生、S さんのお母さん、
で、その時のメンバーで三田さんが 例会にようこそ。今朝、工業クラブの朝例会で家守舎の
78 年に GSE でオクラホマに行かれてます。その三田さ 小友社長の話を伺いましたが、マルカン食堂復活は北高
んに誘われて私、2004 年に GSE に行ってます。その三 の生徒さんの署名活動がなかったら実現してなかった
』
田さんの行ったオクラホマの報告書を今回頂きまして、 と仰ってました。北高の黒橋魂に感謝です。
読ませて戴くと、今の話が出てるんです。すごいなあと、 ◇髙橋 嘉信 君 『度々、メークアップさせて頂いてます。
花巻ロータリーのレジェンドを受け継いで今度は恩返
6 月までにも何回お世話になります。』
しをしなくてはいけないなぁというつもりで行って参
ります。
◆第 3036 回 例会メニュー

◆出席報告

/////

6 月 20 日、21 日にその私が行ったオクラホマから 10
人くらい高校生が来て、委員をやらせて頂いてる関係で
花巻で二泊三日面倒を見ろということで吉澤 G 補佐に
も相談しながら、受け入れ態勢をこれから考えて行きた
いと思います。
是非、みなさん高校生の受け入れ等々にご協力いただ
ければという事で、お時間頂いてありがとうございます。
よろしくお願い致します。

◆ニコニコボックス
◇三田 望 君『栄えある会長代理を務
めさせて戴きました。下町校長先生の 『白金豚のソテー
スピーチ、S さんのお母上の率直なお
ポテトグラタン添え』＆ベイクドチーズケーキ
話に感動しました。卒業後の活躍を祈 ■委員会報告 職業奉仕委員会 浅沼幸二君
念しております。』
来月、4 月 18 日に花北青雲高校にて
◇鹿討 康弘 君 『結婚記念日のケーキ
花巻ロータリークラブ主催の講演会を
が本日 14 日届いたそうです。ありが
行います。例会終了後なので、皆さん
とうございました。事務局の高橋さん
こぞって参加をお願いしたいなと思っ
と松田さんにお返しするホワイトデー
ておりますし、15:30～16:20 のロング
の品物を奥さんに頼んで買って貰いましたが、「私には
ホームルームの中でお願いをしたいと
ないの?」と言われました。忘れていました。(^^ゞ』
いう要請が来ておりましたので報告に
◇吉田 和洋 君『本日晴れて次女共々、長かった義務教育
を卒業できます。長かったような短かかったような。今
日は真夜中まで長丁場です。娘の頑張りにも感謝です。』
◇上田 穣 君『先週末に開催された花巻ロータリーカップ
でも本日の花巻中学校の卒業式でも、吉田会長と同席で
お互いに挨拶があるという縁に恵まれました。花中 70
周年とロータリーの IM でも共に歩んできた気がします。
本当にお疲れ様です。』
◇稲田 典之 君 『花巻中学校の卒業式に参列して来まし
た。吉田 PTA 会長のご挨拶、上田同窓会長の祝辞が素晴
らしかったです。吉田君、立花君、お子様の卒業おめで
とう。
』

代えます。宜しくお願い致します。

◆今後のプログラム
3/22(水) 飯塚君送別会（Badalone 18:30～）
3/28(火) PETS(会長ｴﾚｸﾄｾﾐﾅｰ)報告 立花エレクト
◆今後のプログラム案
4/4
(火) 慶祝・会員卓話 伊藤 隆規 君
4/11(火) ゲストスピーチ 抜苦ねっと様
クラブ会報委員会
委員長：橋川秀治（担当）副委員長：佐藤誠吾
委員：多田浩二、前田 毅
AD：鹿討康弘、

