
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

12 月 RI 月間テーマ「疾病予防と治療月間」 
第 3072 回例会/No.22 2017 年 12 月 5 日 

               
 

1. 開会点鐘 
2. 国歌斉唱 
3.  ロータリーソング斉唱 
4. 会長の時間 
5. 慶祝 
6. 会員卓話 担当 下町 壽男 君 
7. 幹事および委員会報告 
8. 出席報告 
9.  ニコニコボックス 
10. 閉会点鐘   
 
・ホットスプリングス市姉妹都市提携 25周年記念事業について 

(お願い)            [花巻市長 上田 東一] 
・12/24(日)ロータリー・リーダーシップ研究会パートⅡの 
ご案内                [ガバナー事務所] 

・12月ロータリーレート 1ドル=112円 [ガバナー事務所] 
・2016-17年度ロータリーの友事務所 事業報告 

 [(一社)ロータリーの友事務所] 
・花巻市友好都市交流委員会情報誌「ひと花」第 11号の配布 
について［花巻市友好都市交流委員会 会長 宮澤 啓祐」 

・疾病予防と治療月間 リソースの御案内[ロータリー日本事務局] 

  
 

 
■会長の時間「19 回/48 回」 立花 徳久 君 

こんにちは。今日はこのあと史昭
君からベルンドルフの報告があり
ますが、音楽も聴いてきたようで羨
ましい限りです。私も一生のうちに
一回はウィーン国立歌劇場で音楽
を聴きたいなと思っております。そ
れからザルツブルグにも行ってみ
たいと思っております。現時点では

何時の事やら皆目見当が立っておりません。 
実は2日前まで業界の皆様方と台湾に行ってまいりました。
所有車輛が 18000 台を超える台湾トップクラスのタクシー
会社を訪問してきましたが、日本とは比較にならない程あら
ゆる面で電子化が進んでおりました。高速道路においても通
行料金の自動料金収納システムが導入され、車両は出入口通
過時に減速する必要はなくスムーズに走行していました。 
日本のタクシー会社には法律上認められておりませんが、
台湾では運転手個人が車を購入するか、タクシー会社が購入
した車を運転手にリース契約のうえ貸与するか、どちらかの
方法で営業を行っております。また、訪問した台湾のタクシ
ー会社では車用品も整備も何でも自社内の整備工場で対応
しています。 
タクシー内には各社からの宣伝のシールがたくさん貼り付
けられておりますが、広告収入はタクシー会社の総収入の
1/3を占めているそうです。同社は台湾のタクシー市場の中
で 20％程度の占有率を確保しており、とてつもない大きな 
タクシー会社でした。広告宣伝のシールも長くて 2～3 週間
以内の契約で（1 台いくらで契約）、期限が到来し更新する
場合は再度料金を徴求するシステムのようです。我々から見
ると台湾は企業内個人タクシー、いわゆる会社と運転手が個
人事業主としてそれぞれ契約し、決まったお金を会社に払う

という仕組みです。保険の契約も運転手個人で契約します。
会社としては常に安定した経営を行うことができます。我々
日本のタクシー会社では認められていないので、いつも苦労
しております。台湾のタクシー料金は安いです。日本で 1000
円位の距離が台湾では数百円程度です。車は綺麗な車と汚い
車と両極端です。お金のあるタクシー運転手は、洗車や車内
清掃担当の専門の方にお願いし、車を綺麗にしています。ま
た、お金のない運転手は、車の手入れが行き届かず汚れたま
まです。運転手に一日どれくらい働いているか聞いたところ、
休みは月 2日、一日 10時間位働いているそうです。もっと、
働くこともあるそうです。続きは、また次の機会にお話した
いと思います。それでは、史昭君、宜しくお願いします。  
 
 

 
最初にオーストリアの紹介からさせて頂
きます。オーストリアは北海道と同緯度に
位置し、面積も同じくらいの広さです。人
口が 700 万人位でその他の大国と比べて
東側に位置しております。オーストリアは
細長い形をしており、ウィーン（人口 200

万人）は東の端にあります。生徒をお返しした後、休みを頂
きウィーン 2日、ザルツブルグ 1日のひとり旅を楽しんでき
ました。ザルツブルグではモーツァルトの生家を見てきまし
た。バーデンは世界的にも有名な温泉地・保養地です。ベー
トーベンは 1821 年から 23 年までこの地で過ごし、交響曲
第 9番を作った住家を見てきました。 
中世の街並みが残っているウィーンの旧市街地は世界遺産
になっており、ヨーロッパの交流の中心でドナウ川を横切っ
たエリアに国連等の国際機関が集中しております。オースト
リアは周辺各国との行き来が自由で、休みになるとヨーロッ
パ中をぐるぐる回ってバカンスを過ごしているようです。 
それでは、写真をご紹介しながら説明させて頂きます。今

回の事業は花巻国際交流協会が毎年実施している中学生の
海外派遣研修と大迫の海外派遣研修の合同事業です。最初に
ウィーンへ夜中に到着し素晴らしいホテルへ一泊後、次の日
の朝からベルンドルフの方々と合流して、途中観光地を見学
させて頂きました。                            

 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

 
料理はカツレツで、肉は全てとても美味しいです。世界遺

産になっている修道施設を見学しました。各自がお世話にな
るホストファミリーと対談した時は緊張しました。受入そし
てお世話になるマッチングが 4組ありました。 
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◆会員卓話 佐々木 史昭 君 
「ベルンドルフ報告」 

 

 

  

 

 

参加メンバーです 
鎌田先生、高橋先生、大迫
高校 2名、中学生 6名。 
10日間、過ごしてきました。 

ベルンドルフにはＲＣ
はありませんが、バー
デンにはありました。 

ベートーベンが過ごし
た家です（1821～23） 

肉は全て美味
しいです。 宿泊したウィーン市

内のホテルです 

 Web 
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ギムナジウムは 4年生で小学校が卒業し、子供達はそこか

ら8年間学ぶギムナジウム高校と 4年間通うミドルスクール
―にそれぞれ分かれて進学します。ギムナジウム高校は成績
が上位 30％の子供達が集まる優秀な学校です。（両校の行
き来はあります）同高は毎年 7～8％の留年があります。1年
生時点は 6クラスありますが、8年生では 2クラスしかあり
ません。 

 
 
 

 
 
 
 
 
            
 
 

                    
 
 
 
 
ウィーン大学付属の畜産学部研究所を訪問し、牛の胃袋の

中を大きく開けた穴から観る体験もしました（物凄く臭い）。
歴史があるレベルの高い大学で、ギムナジウム高校の優秀な
卒業生は同大学へ進学します。大学で作った畜産物をベルン
ドルフや近郊の加工工場へ出荷しています。 
そのあと、メタルワークの会社を見学してきました。地場

で手をかけて作った製品に価値を置いており、このことは料
理やワイン、肉等のあらゆる面で感じられました。米国と正
反対です。プレゼンテーションの集会場は素晴らしい場所で
した。最初に私が行い、続いて生徒、先生方が行いました。 
 ベルンドルフの代表的な産業には銀食器や松ヤニ（樹液：
ユネスコの文化遺産）がありますが、19 世紀にクルップ家
が金属洋食器工場を建設し大きな成功をおさめ発展しまし
た。この銀食器は現在も国内外で愛用されています。ベルン
ドルフには美しい建築物がたくさんありますが、クルップ家
が私財を寄付して造られた小学校は世界的にも有名です。 
～中略～ 
このあたりで、時間がないので終了とさせて頂きます。 

                  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

33人中 16人出席          
出席率  55.1％ 前回修正 58.6％  
◇メーキャップ   
11/ 8(水) ホットスプリングスヴィレッジ RC例会 
11/ 9(木) ホットスプリングス RC例会 下町 壽男君 
11/18(土) 小学校英語教室 谷村 繁君 
11/26(日) 平成 29年度リトルシニア卒団式 

笹木 賢治君、三田 望君、藤田 勝敏君     
出 

＜立花 徳久 君＞佐々木史昭君のベルン 
ドルフの報告ありがとうございます。素晴 
しい音楽も聞けてうらやましいかぎりです 
。私も一度は行ってみたい国です。  
＜阿部 一郎 君＞11 月も最後の例会となりました。ようや
く立花年度 5カ月を過ぎる時まで来ています。あと 7カ月頑
張らせて頂きます。史昭君、ベルンドルフ訪問、ご苦労様で
した。楽しく過ごした様子の報告ありがとうございました。  
＜上田 穣 君＞先週いただいた壱岐の「たべるこうなご」
が我が家の孫達に大好評で、ひと晩で全部食べてしまいまし
た。「もっと、もっと食べたい」と言っておりましたが……
本日は史昭君のお話し有意義でした。ありがとうございます。  
＜佐々木 史昭 君＞昨日の花巻商工会議所主催永年勤続優
良表従業員表彰式には、当社から 30 年 2 人、20 年 2 人、
10年 11人、計 15人の社員が対象となって表彰していただ
きました。会社も社員も健康で毎年表彰者を出していきたい
ものと思いました。  
＜佐藤 良介 君＞11月 3日、県立花巻農業高校創立 110周
年記念式典が開催されました。私の父佐藤忠夫も 100周年当
時同窓会長を務めましたので、歴代同窓会長として感謝状を
頂きました。宮澤賢治が教鞭を取った唯一の高校として、こ
れからも賢治先生の教えを受け継いで、農業高校として継続
し発展してほしいと思います。  
＜髙橋 豊 君＞昨日は、花巻商工会議所主催第 67回永年勤
続優良従業員表彰式が開催され、300 名の皆様が受賞され、
まことにおめでとうございました。各企業の益々のご発展と
従業員の皆様のご活躍、ご健勝をお祈りします。  
＜三田 望 君＞11月 26日(日)会長の代理で花巻リトルシニ
アクラブの卒団式に出席して参りました。さすが笹木会長さ
んが手塩にかけただけあって心に残る感動的なシーンの連
続でした。将来の雄星、大谷が育ってくれる事を願っており
ます。会長、幹事さんにゆずっていただき感謝しております。  
＜藤田 勝敏 君＞佐々木史昭君、たのしい卓話ありがとう
ございました。雪のため、11 月のゴルフが 3 回中止となり
不完全燃焼です。春のプレーが待ち遠しいです。（当社にと
って寒い日が続くことは良い事ですか…） 
 
◇第 3071 回例会のメニュー 
『 豚フイレのパン粉揚げ とんかつソース 』         
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
12/12(火)  クラブ総会 次年度役員選出 

担当 会長レクト 三田 望 君 
12/19(火) Xmas家族合同夜例会グランシェール花巻にて 
12/26(火) 2017年最終例会 参加会員による 2017年振り返

りスピーチ 
1/2(火)  休会[お正月(定款第 6条)]               

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 

 

ホストファミリー
との対面 
 

教会、市民
劇場です 

ギムナシ゜ウム高
の授業風景です 

 

スーパー陳列台の商
品は全てチーズです 
 

美術の授業風
景です 
 

歓迎レセプション
の場所 

ベルンドルフ市長、
ヘルマン先生、 
通訳の一色さん 
 
 

ギムナジウム高
の生徒さんです 

 

プレゼンテーショ
ンの集会場です 
場です 

オーストリアの年
代別人口分布図 

英語を学ぶ時
の教材です 

Ａｒｔｈｕｒ Ｋｒｕｐｐ 
（1856-1938） 

◆今後のプログラム 


