
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

11 月 RI 月間テーマ「ロータリー財団」 
第 3068 回例会/No.18 2017 年 11 月 7 日 

               
 

1. 開会点鐘 
2. 国家斉唱  
3. ロータリーソング斉唱 
4. 四つのテスト 
5. 会長の時間 
6. 慶祝 
7. クラブフォーラム 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 
8. 幹事および委員会報告 
9. 出席報告 
10. ニコニコボックス 
11. 閉会点鐘   
  
・バギオだより ［一般財団法人 比国育英会バギオ基金］ 
・書類送付のご案内    「2018-19 ガバナー事務所」 
・11/12(日)ロータリーリーダーシップ研究会パートⅡ 
 ご参加のお願い          ［ガバナー事務所］ 

・12/10(日)田中秋堯史ガバナーエレクト国際協議会 
ご出席壮行会のご案内      ［ガバナー事務所］ 

 
  
■会長の時間「15 回/48 回」 立花 徳久 君 

こんにちは。先週、橋川君の生まれ 
故郷である壱岐に行ってまいりました。 
丁度、台風 21 号と台風 22 号の合間を 
縫っての旅行でしたが天候にも恵まれ、 
これ以上言うことがない素晴らしい御 
接待を受けてまいりました。 
壱岐では橋川君のお父さんにお会い

してきました。お父さんは橋川君とそっくりで、橋川君がジ
ェットホイルに乗船する時、見知らぬ人から橋川さんの息子
さんですかと声をかけられておりました。お別れする時に橋
川君のお父さんと握手をしましたが、橋川君のお父さんの手
は分厚くて固く人生をしっかりと歩んでこられた方と感じ
ました。一方、橋川君の手は柔らかいです。 
私は船酔いするので福岡へ到着した時に酔い止め薬を購入
し服用後ジェットフェリーに乗船したので最初の 10 分位し
か起きていることが出来ず、その後は壱岐到着まで熟睡して
いました。福岡から壱岐まで約 1 時間、壱岐から対馬まで約
1 時間、対馬から韓国まで約 1 時間で到着する距離で、非常
に韓国まで近い地域であるなと感じました。いろんな場所を
見学させて頂き、中国大陸から文化が入ってきていることを
感じました。そして、神社の多さにびっくりしました。橋川
君の説明によると「壱岐は鎌倉時代に元から 2 回の侵略を受
け破壊的な打撃を受けています。日本史でいわれる文永の役
と弘安の役です」日本史で学んだ史実を現地で目のあたりに
し、また、橋川君から元寇の残虐な過去の出来事を聞いて、
今回の壱岐訪問は楽しい観光だけでは済ませられないと感
じてまいりました。 

壱岐 RC、壱岐中央ＲＣの方々とも交流を深めてまいりま
した。一言で言えばラテン系の方々です。凄いと思ったこと

は例会出席率が 80～90％台で、2 次会の出席率もこれまた 
素晴らしいです。会員には 70 歳代の方々もかなりおられま
したが、全員がラテン系のノリです。歌った後は自ら一気飲
みを行う凄いノリです。そして、橋川君が壱岐の方々と一緒
にいるとラテン系になることがわかりました。メンバーがこ
のような雰囲気で時間を共にすることで、例会の出席率が高
められているのではないかと認識しました。壱岐市には大き
な町があるわけではなく、各港の近くに生活基盤となる町が
点在しておりました。花巻の我々にとって壱岐の風景は東和
町の風景と似ており、違和感を覚えることはありませんでし
た。また、不思議なことに壱岐は海の磯の匂いが強くありま
せんでした。   
本当に嬉しかったことは橋川君のお父さんに船を用意し

て頂き、権現山を普段見ることが出来ない裏側から視察出来
たことです。ただ、お父さんが言うには夜の権現山には海入
道が現れ、大変なことになるよとおっしゃっていました。や
はり、自然と共に生きている方々は昔からの申し伝えを大切
にし、受継ぎながら生活しておりました。感心しました。 
我々は台風 22 号が来る前に福岡を脱出し、無事、花巻へ

帰ってきました。そのあと私は東京へ向かい、翌日モーター
ショーを見学してまいりました。モーターショーの様子は次
の機会にお話しさせて頂きます。この後、橋川君から壱岐訪
問についてタップリお聞きしたいと思います。どうぞ宜しく
お願いいたします。 

   ◆幹事報告◆幹事報告 
◆幹事報告 
先週の木、金、土の 3 日間、私の故郷

の壱岐に 6 人で行って参りました。最初
にこの話が出た時には、立花さんは簡単
に言うけど嬉しさと不安が半々でした。   
地元の観光や食事が皆さんの趣味に

合うか心配だったのですが、結果として
は参加した皆様にも喜んで頂き、ほっとしましたし、嬉しく
思っております。ありがとうございました。 
今回のツアーは天気と記念日とロータリーの友情に恵ま

れ、各所で歓待を受け、ロータリーに入っていて良かったな
と感じるツアーでした。 

10月下旬なのに超大型の台風21号が発生した時には中止
かなと心配しましたが、23 日には台風が抜けてくれて、出
発日には凪になってましたし、帰りは台風 22 号の影響を心
配しましたが、帰りの船で少し波が出て雨に降られましたが、
接近前に無事帰って来ることができ、ラッキーな旅でした。  

10 月 26 日、8 時 55 分花巻空港発、小牧空港経由で福岡
を目指しました。途中、快晴で富士山が見えＣＡさんに富士
山の写真と我々一行のを撮影して頂きました。12 時に福岡
空港到着後、立花会長の希望により福岡のいろんなおいし
い物が食べられる「居酒屋うま馬祇園店」でビール、メガ
ハイボールを飲みながら昼食をとりました。平麺のとんこ
つラーメンと鶏皮を巻いた焼鳥が非常に美味でした。そのあ
と、商売の神様「櫛田神社」にお参りしました。櫛田神社は
博多祇園山笠で有名な神社でございます。 
次にジェットフォイルで郷ノ浦港へ到着 

しました。「しまとく通貨電子版」やレン 
タカーの手続のため、チェックインが遅く 
なり、予定の壱岐一宮「天手長男神社へ行 
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◆今後のプログラム 

 

◆今後のプログラム案 

くことが出来ません
でした。そのあと、
壱岐中央ＲＣの例会
会場である「壱岐ス
テラコート太安閣」
に向いました。 

今回メーキャップした例会が偶然にも 2000 回目の記念例
会と知り、立花会長、阿部幹事と私のスピーチがメインとな
り大変恐縮しました。最初に壱岐ＲＣと壱岐中央ＲＣとバナ
ー交換をさせて頂きました。食事メニューには楽しみにして
いた壱岐牛があり、また親父からは水イカ、鰤、クエをさば
いて差入れがありました。表彰式では 20 年間例会無欠席の
方の表彰がありました。そのあと、立花会長から岩手と花巻
RC を紹介する熱い挨拶があり、私はロータリー入会のエピ
ソードを交え挨拶をさせて頂きました。2 次会の会場に行く
途中、「塞の神」を参拝し、スナックでのカラオケ大会では
歌ってイッキが続く、壱岐中央 RC の芸達者揃いぶりに一同、
度肝を抜かれました。 

2 日目も快晴でした。「ビューホテル」で 7 人乗りのレン
ターカ―を借りましたが荷物スペースが狭く、鹿討さんが利
用予定の座席へ荷物を置くことができ本当に助かりました。
最初に荷物を置くため、2 日目の宿泊予定先「旅館網元」に
向かいました。2 日目は概略のみを下に示しますが、順路を
変えた小島神社が例大祭にあたり、宮司さんに迎えられて渡
れたり、うめしまでオーバーサイズの壱岐牛を出して貰った
り玄海酒造でも大歓待を受けたり、親父が船を出してくれ、
夜も高級魚や貝を出してくれ、ありがたいご縁の旅でした。 
8：00「ビューホテル出発」⇒8：15「旅館網元」⇒8：30
「小島神社」⇒9：10「原の辻遺跡」⇒9：30「松永記念館」 
⇒10：15「一支国博物館」⇒11：30「月讀神社」⇒12：00
「味処うめしま」⇒13：00「小弐公園龍蛇神神社」⇒13：
50「猿岩」⇒14：15「玄海酒造」⇒16：05「初瀬漁港」⇒
17：15「旅館網元」⇒18：30「宴会」⇒21：30「締め」 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

壱岐を離れる時、壱岐中央 RC 中村会長がわざわざ見送りに
来て頂き、ロータリーの友情を感じました。 
また、帰りに搭乗した飛行機はその日に退役するＣＲＪ

200 と記念の多い旅でした。 
今回の壱岐訪問ツアーが楽しかったので、次は夏に企画す

る話も出ています。また、壱岐ＲＣの皆様が花巻にお越しに
なった際は歓待したいと思いますので、よろしくご協力をお
願いします。ご清聴、ありがとうございました。 
 
 
33 人中 18 人出席  
出席率  62.0％ 前回修正 65.5％ 
◇メーキャップ 10/26(木)壱岐RC例会 
立花徳久君、阿部一郎君、三田望君、 
橋川秀治君、滝田吉郎君、佐々木史昭君  
出 

席報告  ■ニコニコ Box 
＜立花 徳久 君＞                  
橋川君、ありがとう。非常に楽しい壱岐の旅でした。あなた

にそっくりなお父様の親切にあまえ
て楽しい思いをさせていただきまし
た。そして壱岐 RC の皆様ありがと
うございました。 
＜阿部 一郎 君＞ 
壱岐に立花会長をはじめ 6 名で行っ
てまいりました。壱岐中央ロータリ
ーの例会にメーキャップしてきまし
たが、ちょうど 2000 回の例会でありました。ロータリーメ
ンバーの活発さに驚きをおぼえました。橋川君のお父さんよ
り新鮮な魚の差入れもあり、おいしくいただいてきました。
うりふたつのお父さんともお会いでき、壱岐牛も堪能し、素
晴らしい訪問となりました。 
＜佐々木 史昭 君＞ 
橋川君に大変お世話になりました。壱岐訪問ツアーはとても
素晴らしい経験をさせていただきました。その中でも、第
2700 地区青少年交換委員会副委員長橋川さんの御友人「福
山達也さん」と話をさせていただき、長期交換生を帰国後に
1 年間とおして、これから派遣される生徒のアドバイザーと
して関らせていることに大変関心いたしました。 
＜鹿討 康弘 君＞ 
私はいつも小さい頃から遠足や運動会のような大切な行事
の前には必ず病気になるような子供でした。壱岐行の前日に
肺炎を宣告され、奥さんに「まさか行くつもりじゃないわよ
ね…」と言われちゃ、キャンセルするしかありませんでした。
楽しい報告ありがとうございました。 
＜髙橋 豊 君＞ 
10 月 18 日花巻商工会議所創立 70 周年記念式典祝賀会が開
催されました。多くの皆様のご出席のもと、お陰様で盛会の
うちに終わらせて頂き、心より感謝申し上げます。実行委員
長として大役をはたすことができ、ほっとしております。今 
後共、よろしくお願い申し上げます。 
＜滝田 吉郎 君＞ 
橋川君とても壱岐楽しかったし、高級魚のフルコース美味し
かったです。まゆ毛のそっくりな橋川パパに感謝です。 
＜三田 望 君＞ 
神の国壱岐の旅、満喫して来ました。橋川コンダクターの綿
密な計画のおかげで盛り沢山に見て食べて学んで参りまし
た。橋川さんの父上のおもてなしと息子愛にホロリとしまし
た。同世代の父上をどうぞ大切になさって下さい。又、行き
たいなあ～ 
＜藤田 勝敏 君＞ 
壱岐訪問、充実した内容で皆様無事にお帰りになられて何よ
りでした。橋川団長、ご苦労様でした。 
＜橋川 秀治 君＞ 
初めての壱岐ツアー、無事に帰って参りました。地元のこと
を知らないことが判り、私が一番楽しかったです。 

◇第 3066 回例会のメニュー 
『ポークのパン粉焼き』 

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  
 
  
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 

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「健康と癌治療」 

11/28(火) 会員卓話 担当 佐々木 史昭君 

「ベルンドルフ報告」 

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 

 


