
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

8 月 RI月間テーマ「会員増強・新クラブ結成推進月間」 
第 30５7 回例会/No.07 2017 年 8 月 22 日 

               
 

1. 開会点鐘  
2. ロータリーソング斉唱 
3. 会長の時間 
4. 慶祝 
5. ゲストスピーチ 

『2014-2015 パストガバナー山口 淑子君』 
担当 会員増強委員会委員長 三田 望君 

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   
  
・平成 29 年 9 月 2 日(土)「花南祭」開催について(ご案内) 

[岩手県立花巻南高等学校 校長 遠藤可奈子] 
・危機管理委員会からのご案内     [ガバナー事務所]  
・インターアクト年次大会出席の御礼         [花巻南 RC］ 
・ハイライトよねやま ［(公財)ロータリー米山記念奨学会］   
・残暑お見舞い申し上げます 

［特定非営利活動法人インクルいわて 理事長 山屋理恵］ 
・花巻南 RC「青少年育成事業」への後援のお願い ［花巻南 RC］ 
・平成 29 年度市民憲章運動実施活動表彰に係る被表彰候補者の 

推薦について(お願い)［花巻市民憲章推進協議会 会長 三田 望］ 
  

 
■会長の時間「6 回/48 回」 立花 徳久 君 

皆さんこんにちは！今日は会員卓話に 
藤田君、ゲストとしてホットスプリングス 
ナッショナルパークＲＣのコーリーオー 
ルダーダイス君、ＡＳＭＳＡ歴史教師の 
ニールオーツバルト君にお越し頂いてお 
ります。前に一度、コーリーオールダー 
ダイス君が花巻にいらした時、温泉で裸 

のつき合いをさせて頂きました。おそらく、最初はみんなと 
一緒にお風呂へ入ることに躊躇されたと思いますが、すぐに 
慣れて仲よく入浴させて頂きました。 また、私達がホット 
スプリングスに行った時は大変お世話になりました。本来で 
あれば、ホットスプリングスナッショナルパークＲＣは花巻 
南ＲＣと姉妹提携しておりますが、今日はちょうど花巻ＲＣ 
の例会日でもあり,当クラブの例会に参加頂きました。 
昨晩、時間がありましたので第 89 回アカデミー賞で 6 部門 
受賞の「ラ・ラ・ランド」という映画を観ました。以前、海 
外渡航時に日本上映前でしたが飛行機の中で観た際は、画面 
が小さいせいか面白味のない作品に感じました。しかし、昨 
日自宅で 4Ｋ大型画面と音響が高レベルのスピーカーで再度 
鑑賞したところ、ほろ苦い大人のラブソングをイメージした 
素晴らしい作品でした。ところで、私のミュージカルとの最 
初の出会いは「南太平洋」という映画で、時期は小学校の入 
学前後、場所は叔母さんと一緒に行った東京の有楽座でした。 
戦争シーンの迫力には驚きましたが、キャストが演技をしな 
がら歌うシーンには違和感を覚えました。しかし、皆さんも 
耳にした事があると思いますが、映画の間奏曲「魅惑の宵」 
「バリハイ」は私と音楽の出会いの契機となりました。作曲 
はリチャード・ロジャース、作詞がオスカー・ハマースタイ 
ンⅡ世で、二人は「南太平洋」以降「オクラハマ」「王様と 
私」「サウンド・オブ・ミュージック」等のミュージカル映 

画の作詞、作曲をコンビで担当しました。後に「南太平洋」 
で再認識しましたが、二人の作品はとても素晴らしく、特に 
「サウンド・オブ・ミュージック」は私が大好きな№1 の映 
画で今でも何度も観ています。また、最近は「レ・ミゼラブ 
ル」「オペラ座の怪人」といった素晴らしいミュージカル映画 
が昔のミュージカルとは違う形でどんどん世の中に出てきて 
楽しくわくわくしております。以前、私はクラッシックでも 
オペラは全く聞けずにいたのですが、最近はミュージカル映 
画を通してオペラの素晴らしさを感じ聞いております。要す 
るに何かをきっかけに、ひとつひとつそこからいろんな分野 
へ広がり、物事を聞いていくことの良さを感じております。 
やはり、今まで食わず嫌いの分野の音楽を聴いてみてその音 
楽の良さを感じることもありますし、映画でも自分の苦手の 
分野を見てみたら非常に楽しかったりすることもありますし、 
是非、みなさんも新たな分野にチャレンジされてどんどん聞 
いたり観てみたりすることが良いと思います。橋川君からは 
会長の時間に曲を一曲披露してみたら如何ですかとアドバイ 
スを受けいろいろと考えておりますが、楽しい企画を立てな 
がら自分も楽しみながらＲＣを運営して行きたいと思います。 
この後、会員卓話、ゲスト挨拶も控えております。今日は宜 
しくお願い致します。 
■ゲスト紹介 佐々木 史昭 君 
〈コーリーオールダーダイス君からご挨拶〉 

はじめまして。コーリーオールダーダイ
スと申します。ＡＳＭＳＡの校長をして
おります。日本に 5 回きました。生徒と
先生の旅行を手伝う事はとても大切です。
ASMＳA の学習プログラムを始めてから
300 人位の生徒が世界を旅行しました。

よろしくお願いします。 
〈ニールオーツバルト君からご挨拶〉 

こんにちは。はじめまして、ニールオ  
ーツバルトです。ASMＳA のアメリカ  
の歴史の教師です。2 年前から ASMＳ    
A で働いています。どうぞ宜しくお願 
い致します。 

〈佐々木 史昭君から補足説明〉 
 下町先生が大会会長を務めております

「国際教育全国大会」が今日、明日行
われており、花巻北高校とＡＳＭＳＡ
が姉妹校の関係にあるためゲストスピ
ーカーとしてＡＳＭＳＡから先生 3 名
と生徒4名の7人に来花しております。
8/7 から 8/12 まで滞在する予定です。
今日はお時間を頂きまして、ありがとうございました。 

 
  

みなさん、こんにちは。クラブ会報委
員会委員長の藤田です。早速卓話をする
機会を頂きましてありがとうございま
す。今年 3 月 21 日に花巻ガス㈱の代表
に選任され 32 年間のサラリーマン生活
を終了しました 当社入社後の 9 ヶ月は
経験したことがない激務かつハードな

毎日でしたが、何とか乗越えることが出来ました。これも皆
様のお力添えの御蔭です。本当にありがとうございました。 
 
今日はまだまだ知識不足ですが、ガス業界の現状について

お話しさせて頂きます。宜しくお願い致します。当社は今年
の 5/23 より都市ガスの原料をプロパンから天然ガスに切替
しました。平成 28 年 5 月より天然ガス用プラントの建設に
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◆今後のプログラム 

 

◆今後のプログラム案 

着手しましたが、約 3 年間の準備期間を経てかつ多額の資金
を投入した大事業でした。一方、元銀行員の発想としては大
型の設備投資を行う際は投資に見合う売上ＵＰを見込んで
の実施が王道です。しかし、今回実施した天然ガス切替エリ
ア（都市ガス供給エリア）は旧市内中心部の人口減少が進み
今後ガス使用量のアップが期待できる地域ではありません。
何故に多額の資金を投入してまで天然ガス切替を実施した
のか？当社を初め各都市ガス会社が何故天然ガス切替を実
施してきたのか？天然ガスの魅力についてご説明させて頂
きます。(東北地区の都市ガス 37 事業者中 95％が切替済） 
 

①化石燃料の中で環境に優しい。燃焼時の二酸化炭素の排出
量は石炭を 100 とすると、石油 80、天然ガスは 57 となる。 
 
②経済性のバランスが良い。ガス用の高機能機器を使用した
場合、効率が高く省エネに役立つ。ガスコージェネレーショ
ン（岩手県では盛岡駅ビル、県立美術館で採用、病院、学校、
庁舎等の幅広い利用事例は配布資料を参照）、ＧＨＰ（花巻
市内でも工場、スーパー他多数で利用実績有）、エネファー
ム（家庭用燃料電池、花巻市内個人宅での利用は無）等 
 
③供給に安定性がある。生産量、埋蔵量が特定地域に偏って
おらず、シェールガスの埋蔵もあり可採年数が 200 年と言わ
れている。また、日本海近海に国内 100 年分のメタンハイレ
ードの埋蔵が確認され、現在採取技術開発に取組中。価格問
題が解決出来れば、日本の資源大国への夢が現実となる。 
 

次に今年 4 月よりスタートしたガスの自由化(都市ガス)に
ついてご説明します。電力の自由化は昨年 4 月にスタートし
ました。電力自由化開始時は 383 社の新電力会社が参入し、
38 万人の契約者が新電力に切替しました。 

一方、ガス自由化開始時は 38 社が参入し、9 万 2400 人の
契約者が新ガス会社に切替しました。昨年の電力自由化と比
較すれば、静かなスタートといえます。現時点でのガス小売
業への新規参入は電力会社、ＬＰ販売会社が中心です。特に
電力会社は昨年の電力自由化でガス会社に顧客を奪われてお
り（直近で東京電力は東京ガスに 70 万以上の顧客を奪われて
いる）、顧客奪回にやっきとなっております。しかし、電力
の自由化ほど盛り上がっていないのが現状です。 

特に東北での動きは鈍く、皆様には大変申し訳ございませ
んが、我々地元ガス業者は安堵しているところです。今後は
ガス+電気+ガソリン+携帯料金+クレジットカード等のセッ
ト割引、住まいトラブルの無料駆けつけサービスといった暮
らしのサービスをアピールしながら顧客の奪い合いが起こる
ことは確実です。そして、その波が岩手県にも及ぶものと予
想しております。当社としてもこの状況に対応すべく会社の
底上げに尽力しているところであります。拙い説明となりま
したが、次回の卓話では皆さんのお役に立てるよう努力しま
すので、宜しくお願いいたします。ありがとうございました。 
告   ■ニコニコ Box 
◆出席報告   ■ニコニコ Box 

こんにちは。今月は会員増強月間となって
おります。そこで 8 月 22 日に盛岡滝ノ沢
ＲＣ所属のパストガバナー山口淑子さん
にゲストスピーチをお願い致しました。 
山口さんは地区のロータリー女性会員の
増強に尽力しており、多数の会員の皆様に

山口パストガバナーのスピーチ聴講へお越し頂ければあり
がたいと思います。併せて 9 月 21 日に盛岡滝ノ沢ＲＣへメ
ーキャップを計画しております。詳細は改めてご案内いたし
ます。どうぞ、宜しくお願い致します。 

 
 
32 人中 16 人出席 
出席率 57.1％ 前回修正 57.1％  
◇メーキャップ  
8/3(木)花巻南 RC 例会 佐々木 史昭君 

8/4(金)インターアクト年次大会 
立花 徳久君、阿部 一郎君、橋川 秀治君   

＜立花 徳久 君＞本日はホットスプリングスナッショナル
パークＲＣのコーリーオールダーダイス(ASMSA 校長)さ
んと、歴史教師のニールオーツバルトさんがゲストでいら
していただきましてありがとうございました。 

＜阿部 一郎 君＞ASMSA 校長コーリーオールダーダイス様、
歴史教師のニールオーツバルト様、ようこそ花巻に!花巻
RC の例会を楽しんで下さい。藤田君、本日は卓話、興味深
く聞かせて頂きました。ありがとうございました。 

＜三田 望 君＞①コーリーさんとニールさん、ようこそ花巻
RC においで下さいました。花巻でのスケジュールを有意義
に楽しんで下さい。②藤田さん、卓話ごくろうさまでした。
同業者として感謝いたします。本日は末ひろがりですね、 

＜佐々木 史昭 君＞ホットスプリングスASMSAから校長先
生のコーリーオールダーダイス君と教師ニールオーツバル
ト君の来訪を心から歓迎いたします。藤田勝敏君の「ガス
の話大変興味深く聞かせてもらいました。ありがとうござ
いました。 

＜吉田 和洋 君＞ホットスプリングナショナルパーク RC、
ASMSA コーリーさんとニールさんの来訪を歓迎いたしま
す。再会できて、うれしく思います。 

＜鹿討 康弘 君＞コーリーオールダーダイス校長、ニールオ
ーツバルト先生、Nice meat you！ホットスプリングス市
では大変お世話になりました。来年は絶対、行きたいと思
っていますので、この顔忘れないで下さい。Let’ meet in 
Hot Springs City! ホットスプリングス市で会いましょう! 

＜佐藤 良介 君＞花巻北高の姉妹校である ASMSA からコ
ーリーオールダーダイス校長先生をはじめ 7 名の皆様の御
来花を心から歓迎致します。大いに友好を深めさせて頂き
たいと思います。11 月には花巻北高から 4 名の生徒を派遣
致しますので、よろしくご指導をお願い致します。 

＜藤田 勝敏 君＞今日は拙い内容の卓話で大変失礼しまし
た。次回は頑張りますので、宜しくお願いします。 

＜伊藤 隆規 君＞出席委員が出席できなくてご迷惑をおか
けしております。まだまだ、イベント、行事もあり…とは
いえ、出来る限り出席致します。よろしくお願い致します。 

◇第 3056 回例会のメニュー 
『エビのベニエ タルタルソース』                                  

                            

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

8/29(火) ゲストスピーチ 富士大学副学長 
(異文化交流センター長)中村良則 経済学部教授 

9/5 (火)   慶祝 慶祝者スピーチ 
9/12(火)  会員卓話 担当 谷村 仁君 

                         
 

クラブ会報委員会    
委員長：藤田 勝敏（今回担当） 副委員長：横田 裕之 

AD：橋川 秀治、 鹿討 康弘   
 

◆出席報告   ■ニコニコ Box 

◆委員会報告 会長ｴﾚｸﾄ兼会員増強委員長 三田 望君 

 ■ニコニコ Box 


