
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

9 月 RI 月間テーマ「基本的教育と識字率向上」 
第 3061 回例会/No.11 2017 年 9 月 19 日 

               
 

菊の会合同 音楽夜例会 
第 1 部 通常例会 18:00～ 
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 
第 2 部「菊池 巌氏によるトランペットの夕べ」18:30～   
  
・「ロータリー米山記念奨学会研修会」のご案内 

［米山記念奨学会 理事 皆川 清］ 
・ロータリー・リーダーシップ研修会(RLI)パートⅠ 

［ガバナー事務所］  
・10/14(土)第 6 回花巻市社会福祉大会のご案内 

[社会福祉法人花巻市社会福祉協議会] 
・ハイライトよねやま VoL.210［(公財)］ロータリー米山奨学会］ 
・友好都市十和田訪問市民ツアーのご案内について 

［花巻市友好都市交流委員会 会長 宮澤 啓祐］  
・国際交流会ご参加(米山奨学生派遣)のお願い 

［岩出山ロータリークラブ 会長 増尾 忠三］ 

  
 
 

■副会長の時間「2 回/48 回」 鹿討 康弘 君 
本日は立花会長が欠席ですので

今年度 2 回目の「副会長の時間」を
務めさせて頂きます。さて、先週は
快晴の下、石鳥谷祭り、花巻祭りも
無事に終了いたしました。関係者の
皆様、お疲れ様でした。9 日の朝 6
時半からは恒例の花巻南 RC主催の
大堰川周辺掃除に橋川君、阿部幹事

と参加して参りました。事務局の高橋さん、松田さんにも参
加頂きました。今年は一昨年のように川に携帯を落とすこと
なく無事に清掃を終わらせることが出来ました。個人的には
三日間、吹張の店の前でテキヤさんをしていました。天気も
良くビールやハイボールが良く売れて助かりました。 

9 月はまだまだイベントが続きます。16～17 日東和町で
「土沢まつり」、同じ 17 日は大迫町で「おおはさまワイン
まつり」が開催されます。21 日には「賢治祭」、23 日は空
港で「スカイフェスタ 2017」の予定です。お財布のひもを
緩めてお出かけください。私は圧倒的な行事の波に呑まれて
しまわないように、平常心で乗り切りたいと思います。ちな
みにスカイフェスタの当日はインクルいわて主催の「こども
食堂&しゃいん食堂」に企業として参加して参ります。花果・
笹木社長のご寄付で食材の提供の橋渡しもする予定です。 
先日、ロータリーの友を読んでいましたら福島

21(twenty-one？)ロータリークラブで「早朝座禅例会」を
行っている紹介がありました。お寺の住職が会員におられる
ことで年一回実施しているそうです。座禅のあとは「朝粥」
の朝食で滋養を頂き、清々しい気持ちで一日をスタートする
そうです。早朝ということもあり、立花年度は不可能でしょ
うが、ぜひ来年度の三田さんにはＴＲＹして頂けたらと思っ
ています。ちなみに夜間座禅例会もあるようです。調べてみ

たら焼津のロ―タリークラブも「移動例会」として座禅例会
を取り入れていました。また、福島 21 のホームページを観
たら「サイコロトーク」と称して大きなサイコロを振って、
4 人の会員を選びその日の卓話を行っていました。準備なし
の卓話ということもあり、素顔の話も出たりして評判も良い
そうです。これなら立花年度でも出来そうですので、阿部幹
事、ぜひとも 御検討下さい。このように各クラブ、いろい
ろと知恵を絞って楽しい例会を作り上げているのだと感じ
ましたし、やはり正しさより明るさとでも言いますか、楽し
い例会が会員増強にもつながるのだと思っています。 
さて、本日はゲストとして佐々木史昭君の奥様がピアニス

トの佐藤司美子さまと共に「南部酒屋唄ＣＤ発売記念コンサ
ート」のご紹介にいらっしゃっています。 
私の「副会長の時間」はこのへんにして、あとはたっぷり

とＰＲをして頂きたいと思います。ありがとうございました。  
 
 
■菊の会 佐々木 啓子様より 佐藤司美子様のご紹介 

今日は花巻 RC 例会にお呼びいただき
ましてありがとうございます。私と佐藤
司美子さんのおつき合いは 10 年以上に
なりますが、佐藤さんには子供達の音楽
の先生としてお世話になりました。私は
2 年前より佐藤さんが南部酒屋唄のＣＤ
作成に向け苦労している姿を拝見してお

り、今般ＣＤ発売記念コンサートを開催なされるということ
で、お世話になった友達 5 人が実行委員として応援すること
になりました。本日は宣伝のため伺わせて頂きましたので、
宜しくお願い致します。 
■「南部酒屋唄」について 佐藤 司美子 様 

こんにちは佐藤司美子と申します。
昨年の 3000 回記念例会の際には佳松
園で大変お世話になりました。ありが
とうございした。今日は第 3060 回の
例会ということですが、私がロータリ
ーの皆さんと出会った契機は奨学生募
集のポスターを見てロータリー財団の
存在を知ってからです。私は当時音楽を勉強したいと思いつ 
つ、親の反対もあり悩んでいる時に奨学生へ応募しました。 
盛岡北ＲＣがホストなり仙台で試験を受け、2520 地区から 
の学友財団奨学生として 1988 年シアトルに留学させて頂き 
ました。シアトルでも多くのロータリアンの方々に大変お世 
話になり、最終的には 1997 年に大学を卒業後帰国しました。 
その後は県内に拠点を置いて音楽活動をしております。 
私はピアノを演奏しますが、専攻は作曲ですので岩手にち

なんだ曲を作ったりして活動しております。今回の南部酒屋
唄ＣＤリリースは、3 年程前に 102 歳で亡くなった祖母から
亡くなる1週間前に枕元で酒屋唄をどうにかして形に残して
ほしいとの遺言を受けスタートしたプロジェクトです。 
～中略～（南部酒屋唄完成迄のご苦労について説明がありました） 
10 月 22 日(日)14:00 より、なはんプラザで「南部酒屋唄
CD 発売記念コンサート」を開催します。ご関心のある方は
いらして頂ければ幸いです。どうもありがとうございました。 
◆ゲストスピーチ 音楽家 佐藤 司美子 様         
ゲストスピーチ  音楽家  佐藤  司美子  様    

◆「」ゲストスピーチ 音楽家 佐藤 司美子 様     
＜郵便局の概要＞みなさんこんにちは。花巻郵便局長の谷
村と申します。花巻ＲＣには今年の 4 月からお世話になって
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おりますが、早速卓話の時間を頂きまし
てありがとうございます。先ずは郵便局
のＰＲを兼ねて郵便局の概要を説明さ
せて頂きます。 
1.日本郵政グループの概要              
現在、日本郵政グループの社員数は約
44 万人（正社員 22 万人、非正規社員

22 万人）でございます。参考までに国内グループの連結
従業員数を資料に乗せております。日本郵政グループには
4 つの事業会社があります。 

・日本郵政㈱…持株会社としてグループの経営戦略策定の他、 
かんぽの宿、逓信病院の運営を行っています。 

・ゆうちょ銀行…ＡＴＭ管轄他、銀行業務を行っています。 
・かんぽ生命保険…がん保険等の取扱いをはじめ生命保険業
務を行っています。 

・日本郵便㈱…私が所属している事業会社で、郵便業務、銀
行業務（㈱ゆうちょ銀行からの委託）、生命保険業務（㈱
かんぽ生命保険からの委託）、印紙の売りさばき、地方公
共団体からの受託業務、他に不動産業務をはじめ、ありと
あらゆる業務を行っています。組織は支社 13、郵便局
24,421（簡易郵便局 4,263）、研修センター10、物流セ
ンター4 で構成されています。 

2.郵便局の概要（詳細は資料 2Ｐ参照） 
(1)単独マネジメント局（規模が大きく配達業務を受持つ郵便局） 
東北管内には花巻郵便局を初め94の単独マネジメント局
があります。花巻郵便局には 210 名が在籍しております。
資料は花巻郵便局の概要を説明しております。 

(2)エリアマネジメント局(2～6 名の小規模で配達機能なし) 
局長と 2～3 名の社員で窓口業務のみ対応しています。 
資料記載の部会、地区連絡会の他、局長会という組織があ
り、局長会は特にも力をもった組織です。（特に選挙等） 

3.郵便物運送の変歴（詳細は資料 3Ｐ参照） 
(1)昔は国鉄の専用車両（郵便車）で郵便物を運んでいまし
たが、昭和 59 年 2 月に再編があり全てトラックへ変更と
なりました。 

(2)平成 29 年 3 月までの郵便物の流れ⇒平成 29 年 5 月か
らの郵便物の流れ：読み取り区分機の実演を交え、同機の
進化により地区区分局の役割、郵便路線の変遷と現状につ
いて説明がありました。 

4.岩手郵便局の概要(詳細は資料 4Ｐ参照） 
2017 年 3 月、北上工業団地内に開局した東北最大規模か 
つ仕分け業務に特化した郵便局で、次世代区分機 7 台の
高性能機能について説明がありました。 

＜趣味の釣りについて＞ 
【釣りの基本姿勢】 
食べる事が目的なので食べない魚は遊びでも釣りません。 

【1 年間のスケジュール】 
3 月から渓流釣り⇒4 月から真鯛   
釣り⇒7～9 月まで鮎釣り⇒9 月中  
旬から 12 月上旬まで真鯛釣り 
・鮎は川で味が変わるので、美味しい
川の鮎を最優先にしております。
（美味しい川⇒閉伊川、気仙川、雫
石川、稗貫川、青森県赤石川、新潟
県荒川、富山県神通川等、不味い川⇒米代川水系全体、 
誘われても行かない川⇒猿ケ石川） 

【ヤマメをどうやって釣りますか？】 
最終ページ添付の別添資料を参考願います。ヤマメ一匹を 
釣るにも多数の選択肢があります。 

【ハンドメイド】 
ハンドメイド（仕掛け作り、ロッド・ビルディング）の
楽しさ、自身で作った竿の披露がありました。市販の竿と
ロッド・ビルディングの違いについて説明があり、釣りの
楽しみ方について、大変興味ある卓話を頂きました。あり
がとうございました。 

◇委員会報告 会員増強委員長 三田 望 君 
滝ノ沢ＲＣ例会へのメーキャップのお知らせです。9 月

21 日（木）18 時 30 分の夜例会にメーキャップします。

滝ノ沢ＲＣの会員数は 10 名前後に付、
常に会場費がかからない様に山口パス
トガバナーの診療所をお借りして開催
しているようです。例会終了後、別室で
懇親会を開催予定です。是非ご参加して
下さいとのお誘いがありました。他のク
ラブの例会を体験する良い機会でもあ
り、積極的な参加を宜しくお願い致します。 

  
 
 
33 人中 16 人出席 
出席率 50.0％ 前回修正 60.7％ 
◇メーキャップ 9/9(土)大堰川清掃活動 
阿部一郎君、鹿討康弘君、橋川秀治君 
＜阿部 一郎 君＞佐藤司美子さん、本日
は花巻ＲＣ例会へようこそ。お父様には、
高校時代英語を教えていただきました。
益々のご活躍をお祈り致します。谷村仁君、卓話ありがとう
ございます。日頃お世話になっている郵便局の概要、趣味の
つりなど、興味深く聞かせていただきました。 
＜三田 望 君＞①佐藤司美子さん、お久しぶりです。作曲
も手掛けられているのですね。財団学友会のメンバーとして、
これからもご活躍下さい。 
②21 日(木)の滝ノ沢 RC の例会に参加してみませんか。よろ
しく、お願いします。 
＜鹿討 康弘 君＞本日は音楽家佐藤司美子様、菊の会佐々
木啓子様をゲストに華やかな例会になり、ありがとうござい
ます。谷村君の卓話も面白く拝聴させて頂きました。是非、
機会がありましたら釣果を口に入れることができたら幸い
です。 
＜佐々木 史昭 君＞花巻まつりは 3 日間快晴に恵まれ、当
社の神輿運営は土曜日だけでしたが、おかげさまでにぎやか
に楽しく行うことが出来、とてもありがたいことでした。 
＜稲田 典之 君＞花巻まつりお疲れ様でした。いよいよ
17 日が鳥谷崎神社例大祭です。午后から早池峰神楽の奉納
が行われます。日曜日ですので、是非ご参拝下さい。 
＜谷村 仁 君＞佐藤司美子さん、佐々木啓子さん、本日は
お越しいただき誠にありがとうございます。私の拙い卓話を
お聞きいただき感謝いたします。 
＜伊藤 誠一郎 君＞結婚祝いありがとうございます。早退
します。 
＜藤田 勝敏 君＞今日のスピーチの皆様には資料を作成
頂き週報作成が非常に助かります。来週からも、宜しくお願
いします。 
◇第 3060 回例会のメニュー 
『県産鶏モモ肉のハーブ蒸しハニーオニオンソース』 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
9/26(火)  会員卓話 担当:下町 壽男 君 
10/3(火) 慶祝 米山奨学金贈呈 米山奨学生スピーチ(コウ・シヘイさん) 

10/10(火) 米山奨学会セミナー 米山奨学会委員長 稲田 典之君 

10/17(火) 会員卓話 担当:横田 裕之 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 

 


