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10 月 RI 月間テーマ「経済と地域社会の発展」
第 3067 回例会/No.17 2017 年 10 月 31 日
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らせていただきます。ありがとうございました。

◆第
3065（10/17）例会の概要
小田島碧海さん（長期）
、
◆青少年交換留学生
佐々木陽香さん（短期）ご挨拶

■花巻北高校下町校長先生から碧海さん、陽香さんのご紹介

開会点鐘
ロータリーソング斉唱
会長の時間
慶祝
壱岐訪問報告 担当 橋川 秀治 君
幹事および委員会報告
出席報告
ニコニコボックス
閉会点鐘

今朝、急にお電話したにもかかわらず、
要望を受入して頂き大変ありがとうござ
いました。今日は本校から青少年海外派遣
プログラムに採用が決定しました、小田島
碧海さん（長期）と佐々木陽香さん（短期）
からお礼を一言話してもらうため連れて
きました。どうぞ宜しくお願いします。
それでは、お二人から自己紹介してもらいます。

■小田島碧海さん（長期）のご挨拶

◆幹事報告
・平成 29 年度「花巻市安全・安心まちづくり大会」の開催に
ついて(ご案内)
［花巻市防犯協会 会長 上田 東一］
・トロント 2018 年国際大会ホテル予約申込書［ガバナー事務所］
・次年度地区組織役員・委員の就任依頼
[ガバナー事務所]
・11 月のロータリーレート 1 ドル=114 円［ガバナー事務所］
・2019 年規定審議会:制定案について
[ガバナー事務所]

◆第 3066（10/24）例会の概要

■会長の時間「14 回/48 回」

2017-2018 年度 RI テーマ

立花 徳久 君

今回、
青少年交換留学で花巻ＲＣの皆様に
推薦を頂き、長期に合格しました小田島碧海
です。これからも、ご迷惑をおかけすること
があるかと思いますが、
宜しくお願い致しま
す。趣味は読書です。今回、まだ派遣先は決
まっていませんが、昨年、佐々木さんと一緒
にアメリカのオクラホマに短期留学させて頂き、日本と違う
ことが多々あってもっとたくさん色んな事を勉強したいと
思い、今回長期に申し込ませて頂きました。色んな事をたく
さん持ち帰って、皆様に伝えられるよう一生懸命頑張ってき
ます。

こんにちは。今日は青少年交換留学生
に派遣が決定しております、小田島碧海 ■佐々木陽香さん（短期）のご挨拶
この度、花巻ＲＣから推薦を頂いた花巻北
さん（長期）と佐々木陽香さん（短期：
オーストラリア）のお二人にゲストとし 高校 2 年生の佐々木陽香です。今回、短期留
てお越し頂いております。碧海さん（長 学生としてオーストラリアに決まりました
期）の留学先はまだ決定しておりません が、全て花巻ＲＣの協力があってのことだと
が、本人はフランスを希望しているよう 思っております。この度は本当にありがとう
です。お二人の未来に向けて羽ばたいていく姿を拝見すると、 ございました。趣味は習字です。書道で生徒
私達も楽しい気持ちになります。このような気持ちはロータ 師範を持っています。中学生の時、アメリカに行った経験が
リアンにしか味わえないものです。今まで学生さん方をバッ あり、今回は日本とアメリカとオーストラリアの違いを学ん
クアップする世界はＰＴＡでも経験しませんでしたし、ロー できたいと思っています。私の将来の夢はオーストラリアの
タリーの「人を後押しする活動」はだんだん慣れてきますと ホテルで働くことなので、そのことも踏まえてオーストラリ
素晴らしい世界であるなと感じるようなってきました。これ アのことをいっぱい知ってこようと思っています。今回は皆
様の御蔭で合格しましたので、これからは私の力で頑張って
がロータリーの良いところでもあります。
昨日、ファイヤーサイド・ミーティングを開催しました。 いこうと思っています。
既に以前所属したロータリークラブで活動経験の豊富な方
◆幹事報告
◆幹事報告
◆会員卓話
伊藤 隆規
君
もおりますが、三田講師のもと橋川君、谷村君、藤田君、横 ◆幹事報告
「農家戸数の減少と農地集約の話」
田君に若手メンバーとして参加頂きました。三田さんの説明
みなさん、こんにちは。皆様は農家や
には私も初めてお聞きする内容が多々あり勉強になりまし
農業にはご縁がないと思いますが、今日は
た。特に「会長の時間は 5 分で充分です」というアドバイス
私が住んでいる地域の農家の話をさせて
を頂き、10 分程度話すことが会長の義務と認識しておりま
頂きます。私の生まれた所は豊沢川のすぐ
したので少し気が楽になりました。今後、会長の任を担う方
南ですが、縁あって湯本の北湯口に住んで
は会長の時間は 5 分で良いそうです。私もこれから座右の銘
40 年程になりました。当時と現代の農業
として会長の時間は 5 分以内で終了するよう心がけます。
事情は大分変化しており、本日はその点に
10 月 22 日、佐藤司美子さんがプロデュースした「南部酒
ついてお話し出来ればと思っております。
屋唄ＣＤ発売コンサート」が開催され、下町校長先生、小田
北湯口地区の 40 年前は世帯数 93 戸のうち農家戸数は 73
島碧海さん、佐々木陽香さん、三田望君、佐々木史昭君が参
加し、素晴らしいコンサートであったようです。いわゆる南 戸でした。現在の農家戸数は 5 戸まで減少しましたが、耕地
部酒屋唄は本来演奏がないワークソングであり、その歌に音 面積は変わらず 93ha です。（地元の若手の方々が中心とな
楽をつけて歌うという試みに私は興味をもっておりました。 って立ち上げた農業法人が 55ｈａ、担い手農家が 8ｈａ、民
佐々木史昭君からＣＤを頂き聞いてみましたが、ポップでは 間会社 30ｈａ）今年はまだ 3 割程度の田んぼの稲刈りが終
なく通好みのＪＡＺＺにアレンジしておりました。当日のコ わっておりません。昨年は 10 月初旬には全地域で稲刈りが
ンサートには 200 人以上が参加し、盛況であったようです。 完了しておりましたので、今年は 20 日程度遅れております。
この後、伊藤隆規君の会員卓話、ゲストの小田島碧海さん、 原因は日照不足、長雨によるものです。もうひとつの理由と
して、新銘柄の銀河のしずく(花巻管内)と金色の風(奥州管
佐々木陽香さんのお二人から一言御挨拶が予定されており
内)が岩手の新米として作付けを増やしており、これらの新
ますので、会長の時間は最初にお話しした通り 5 分で終わ

銘柄が優先してカントリーエレベーターで乾燥・調整される ＜佐々木 史昭 君＞小田島碧海さん、佐々木陽香さん、青少年交
ので、従来のひとめぼれ等の刈取りが後回しになっているた 換派遣生合格おめでとうございます。益々英語に慣れ親しんでロー
め遅れているようです。
タリー交換生として大いに羽ばたいて下さい。先週の花巻商工会議
北湯口地区の農家戸数 73 戸が 5 戸まで減少した事由は、 所創立 70 周年記念式においては、平塚商工会議所会頭常盤卓嗣さ
米価の値下がりが原因です。40 年前は 10ａ当たり 8 俵位収 んにご来花頂き、同期ロータリー会長のご縁で 2 次会以降懇親を深
穫しましたが、現在は田植機の性能も向上し効率性が高まり、 めさせていただきました。
収穫量は 10a 当たり 10 俵となりました。しかし、残念なが ＜鹿討 康弘 君＞青少年交換派遣生の小田島碧海さん、佐々木陽
ら米の価格が 40 年前の 1 俵 22,000 円（生産者価格）から 香さん、合格おめでとうございます。多くの出会いを楽しんで下さ
12,000 円まで値下がりしてしまいました。米価の値下がり い。昨日のファイヤーサイド・ミーティング、急遽欠席となり申し
により、一般的な農家（2ｈａ耕地面積所有）は 40 年前の 訳ありませんでした。土曜日から 39°の高熱が 3 日間続き食欲もな
352 万円の収入から、現在は 240 万円まで減少しました。 く、おかげまで 3.5ｋｇも減量に成功しました。インフルエンザの
とても農機具等を購入し農業を継続出来る収入ではありま 検査を 2 回して、どちらも陰性でしたのでご安心下さい。
せん。米価の値下がり、後継者の問題等、いろんな事情によ ＜佐藤 良介 君＞花巻商工会議所創立 70 周年記念式典、記念講
り、生産法人、株式会社、担い手農家へ農地を集約し、お米 演会、祝賀会に際ましては、会員の皆様には多大なご支援ご協力を
を生産しているのが現在の実態です。
頂き誠にありがとうございました。お陰様で盛会裏に終了すること
40 年前はバインダーで稲刈りし、自然乾燥していたのが ができました。創立 70 周年を契機として、花巻の地域の発展、経
実態です。現在はコンバインで 1ｈａを数時間で刈取りし、 済の活性化、産業の振興にかけた先人の思いを受け継ぎながら、総
手をかけずにトラックまで籾が運ばれカントリーエレベー 合経済団体として活動して参りたいと思いますので、よろしくお願
ターに搬入されます。農業の仕組みも変わりました。実は私 い致します。
も田んぼを所有しておりますが、全て農業生産法人に耕作を ＜谷村 繁 君＞HP 掲載なし
お願いしています。いわゆる、農地の集約化です。農業収入
として農業生産法人から賃借料（10ａ当たり）14,000 円を
得ていますが、地主としての土地改良区費 14 万円、他に固 ＜三田 望 君＞昨夜はファイヤーサイド・ミーティングにて楽し
定資産税、畦畔維持管理費等の支出 28 万円で消えてしまい い時を過ごしました。アクション即ちエンジョイロータリーですね。
ます。以前は自分の田で収穫した飯米が食卓に上りましたが、 吉田委員長ありがとうございました。橋川さん、ムキタケ美味しか
現在は農業生産法人から購入しております。
った。小田島碧海さん、佐々木陽香さん、非日常の環境に飛び込ん
やはり、先祖から受け継いだ土地は荒らしたくないという でいく勇気に敬意を表します。実り多きことを祈念しています。
思いがあり、自分で耕作しなくても田んぼとして維持出来れ ＜吉田 和洋 君＞昨夜はファイヤーサイド・ミーティングに 8
ば良いかなという気持ちがあり、対応してくれる方々へお願 名ご参加いただきありがとうございました。三田エレクトのロータ
いしているのが実態です。また、田んぼを荒らしてしまうと、 リーに関するお話のあと楽しく懇親を深めることができました。
近所にご迷惑をかけてしまうということもあります。私が所 ＜橋川 秀治 君＞昨日のファイャー・サイドミーティングでは、
有している田んぼはパイプラインの敷設があり、水の心配は あらためてロータリーの歴史と現状について学ばせて頂きました。
ありません。ところが、中山間地、条件が悪い不正形、小面 台風接近前に採ったムキタケ、シモフリ、シメジ、シモコシ、ハタ
積で機械が回りにくい田んぼは、生産法人が借りてくれませ ケシメジを参加の方には食べて頂けて嬉しかったです。その後の二
ん。やがて耕作放棄地になっていきます。徐々に山際の田ん 次会も盛り上り、楽しい夜でした。
ぼから原野化に移行する恐れがあります。
＜滝田 吉郎 君＞花巻東、東北高校野球大会準優勝おめでとう。
農村の環境（農地・水保全管理支払交付金、中山間地域等 甲子園での活躍を願う。ガンバレ花東ナイン。みな様ご寄付、応援
支払制度）は～中略～
をお願いします。
花巻の銀河のしずく、奥州の金色の風は 5ｋｇ3,280 円、 ＜藤田 勝敏 君＞壱岐に同行できず申し訳ありません。楽しい
1 俵 60ｋｇ39,360 円で販売され、ひとめぼれの 2.5 倍とな お土産話しを期待しております。
っております。やはり、銘柄米の作付けは農業側にとって実 ＜谷村 仁 君＞伊藤さんの卓話を楽しく拝聴いたしました。郵
入りが良いようです。例えばリンゴ農家は個人消費者のお客 便局で案内いたしました特殊詐欺啓発のはがきへの協力をよろし
様を確保し、毎年宅配で販売し安定収入を上げています。米、 くお願いします。
野菜も自力で販売網を開拓する必要があります。流通過程へ ＜下町 壽男 君＞本日は急でしたが、本校の生徒をゲストに受
の対処が農家の今後の大きな課題となっております。農協さ け入れていただきありがとうございます。また、このたびは二人の
ん以外の販路確保が必要になってきます。
長期、短期のエクスチェンジプログラムに対して多大なご支援をい
やはり、美田を維持することは花巻の景観、環境面からも ただきましてありがとうございます。花巻北高校生のたくましく頑
大切な役目であり、40 年前とは違う形で維持されておりま 張っている姿を皆さんにお見せできること、私も誇らしく思います。
す。我が国の食料自給率は 4 割であり、危機管理上、国策と 今後ともあたたかくご指導いただければと思います。
して食糧自給率をアップさせていく仕組みが大切と思いま ◇第 3066 回例会のメニュー
す。今日は私が生活している地域の身の回りから現状をお伝
『間八カマ塩焼き』
えできればと思い、このようなお話しをさせて頂きました。
大変、ありがとうございました。

◆出席報告

■ニコニコ Box

33 人中 17 人出席
出席率
60.7％
前回修正 67.8％
◇メーキャップ
10/23(月)ファイヤーサイド・ミーティング
立花徳久君、阿部一郎君、吉田和洋君、三田望君、橋川秀治君、
藤田勝敏君、谷村仁君、横田裕之君
＜立花 徳久 君＞小田島碧海さん、佐々木陽香さん、交換留学生
に見事合格おめでとうございます。未来に向かってガンバレ。会員
卓話、伊藤隆規君、ごくろう様でした。
＜阿部 一郎 君＞小田島碧海さん、佐々木陽香さん、ロータリー
青少年交換派遣生に合格おめでとうございます。貴重な経験を積め
ると思いますので、思いきり楽しんできて下さい。

◆今後のプログラム

『碧海さん、陽香さんと記念撮影』

11/ 7(火) ロータリー財団月間に因んで
担当 国際奉仕委員会大委員長 上田穣君
11/14(火) ゲストスピーチ 担当 ロータリー財団委員長 佐藤良介君
◆今後のプログラム
ゲスト 大船渡西 RC 副会長 高木 久子様
11/21(火) 会員卓話 担当 髙橋克典君「健康増進と癌治療」

案

クラブ会報委員会
委員長：藤田 勝敏（今回担当）
AD：橋川 秀治、 鹿討 康弘

副委員長：横田 裕之

