
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

12 月 RI 月間テーマ「疾病予防と治療月間」 
第 3073 回例会/No.23 2017 年 12 月 12 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. クラブ総会 次年度役員選出 三田 望 エレクト 
6. 会員卓話 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   
 
・盛岡いのちの電話広報 114 号とチャリティーコンサートの 
 ご案内[社会福祉法人盛岡いのちの電話 理事長 金澤弘幸] 
・2016-17 年度「年次報告書」「地区大会記念誌」 

[ガバナー事務所]  
・公益社団法人花巻青年会議所 2018 年度賀詞交歓会のご案内 

［公益社団法人花巻青年会議所」 

  
■ 
四つのテスト 橋川 秀治 君 
言行はこれに照らしてから  
一.真実かどうか 
一.みんなに公平か 
一.好意と友情を深めるか 
一.みんなのためになるかどうか 

■会長の時間「20 回/48 回」 立花 徳久 君 
こんにちは。前々回の例会で東京ドーム
へ桑田佳祐のコンサートを聞きに行って
来たお話をしましたが、先週、また仙台
へ桑田佳祐のコンサートを聞きに行って
参りました。東京ドームでは桑田佳祐の
実物はこれ位（わずか）しか見えません
でしたが、仙台のセキスイハイムスーパ
ーアリーナでは 18 列目の真ん中の席で

はっきりと見ることができ素晴らしいコンサートでした。ただ、
東京ドームでは座ってコンサートを見ることが出来ましたが、
仙台のアリーナ席では最初から最後まで立たなければならず、
コンサート終了時には腰がボロボロでした。体力の無さを改め
て痛感してまいりました。それでも、コンサートを満喫し楽し
んでまいりました。 

今日はこのあと下町君にホットスブリングスの報告をお願
いしております。また、皆様のお手元に「ホットスプリングス
市訪問市民ツアーについて（お知らせ）」が配布されておりま
すが、前回の同市訪問から既に 4 年が経過し、感慨深いものが
あります。私は今まで市民ツアーで外国を訪問した事はありま
せんでしたが、ホットスプリングス市の市民団体と交流を深め
普段訪れる事が出来ない場所に案内して頂き、非常に楽しい経
験を得ることができました。4 年前は滝田ＲＣ会長のもと旅行
に参加してまいりましたが、当初滝田会長は英語でスピーチを
すると宣言しましたが、やっぱり無理だと言って日本語で挨拶
したことが懐かしく思い出されます。     

花巻市は国際・海外友好都市として、ホットスプリングス
市（米国）、ベルンドルフ市（オーストリア）、ラットラン
ド市（米国）と提携し交流しております。私はＪＣの世界大
会でアメリカを訪れジャパンナイトの催しを楽しんでまい
りましたが、その後なかなかアメリカを訪れる機会はありま

せんでした。4 年前に「ホットスプリングス市訪問市民ツア
ー」に参加した際には、今までと違った見方で外国文化に接
することができ大変勉強になった思い出があります。 
是非、皆様も機会があれば「ホットスプリングス市訪問市
民ツアー」に参加していただければと思います。今日はもり
だくさんのプログラムが予定されておりますので、会長の時
間はこれで終わらせて頂きます。ありがとうございました。 
 
 
 
花巻市国際交流室の佐々木でございま
す。皆様には日頃より国際交流事業に
色々とご協力頂き心より感謝申し上げま
す。4 年前、花巻ＲＣの代表の皆様方に
はホットスプリングス市を訪問した際、
ホットスプリングスビイレッジＲＣ様と
提携を締結して頂き、その後も同 RC と親しく交流を深めて
いることが同市との交流をますます盛んにしている要因で
もあり大変感謝しております。 
来年の 10 月にホットスプリングス市へ市民の皆様方と訪
問させて頂き、姉妹都市締結 25 周年記念事業に参加する計
画を進めております。お手元にお配りしました資料のとおり、
来年の 10 月 4 日から 10 日の日程にて市民ツアーを計画し
ております。来年の 6 月から募集を始めますが、皆様には前
もってご案内申し上げますので、是非、前回と同様にホット
スプリングス市を訪問し、現地の方々と親しく膝を交えなが
ら同市が準備している各企画を楽しんで頂ければと思って
おります。万障お繰り合わせの上ご参加頂きたくお願い申し
上げます。今日は 10 月にホットスプリングス市交流会長さ
んが同市を訪問した際に撮影した写真をご披露し、見どころ
をご紹介いたしますのでご覧になって頂ければ幸いです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 来年は 25 周年ということで、ホットスプリングス市から
も 30～40 名位の方が花巻祭りの時期にお越し頂けるという
ことです。歓迎の行事を開催する際には皆様にもご案内させ
て頂きますので、どうぞ宜しくお願いします。また、来年早々
には 25 周年記念に向けた実行委員会を立ち上げますので、
RC の皆様にもメンバーに入って頂ければと思っております。
ご案内を差し上げますので、その際はどうぞよろしくお願い
致します。今日はありがとうございました。 
 
 
 
昨日、徹夜で資料を作ってきましたので説明させて頂きま
す。11 月 3 日に出発し 11 日に戻ってきました。仕事で行っ
て来ましたので、学校を視察し学校教育を中心に見て参りま
した。出発前に花巻北高校同窓会副会長の酒井さんがパンを
焼いて持ってきてくれました。成田から飛行機に乗ってトロ
イトでトランジットし、めでたくホットスプリングス市に到
着しました。夜中の 12 時ごろシーンさんが迎えにきてくれ、
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立派な車でホテルまで送って頂きました。翌朝、ホストファ
ミリーの方と面会し、最初の２日間はホストファミリー宅で
お世話になりました。私のホストファミリーは ASMSA の歴
史教師ニールさんでした。ニールさんの 4 歳の娘エレノワが
非常に可愛らしかったです。息子さんは 1 歳で奥さんは今年
4 月に小学校の校長になられた方で非常に忙しく、家事(料理、
育児)を旦那さんがこなしているそうです。エレノワと仲良
くなり英語を教わりました。 

 
 
 
 
 
 
 
 

                
  
科学博物館を訪問しましたが凄い所でした。ニコラテスラ

(狂気の科学者)が発明したテスラコイル(共振変圧器)モデル
をご紹介します。次にジョキング時の写真です。朝 4 日間走
りました。動画モードで撮影しましたので大変な作業でした。
気温は花巻と同じ位でしたが、寒暖の差は激しかったです。 
次にASMSAでの交流についてお話します。最初にASMSA

の方とロータリーのエグゼクティブの方々が集まって、レセ
プションパーティーを開催してくれました。要請があり私は
英語で 30 秒くらい挨拶をしました。その際、花巻北高校の
卒業生で城守(75 歳、横浜在住)さんという方がいらっしゃい
まして、ASMSA に行くのなら千代紙で作ったブックマーク
を 200 個渡して欲しいとの要請をうけ全部渡してきました。
現在、城守さんは癌を患っておりますが、病と闘いながらコ
タツに座って手作りで作ったエピソードを披露しながら、集
まった方々に写真を撮ってもらい城守さんにお送りしまし
た。その後、ASMSA の生徒にも手分けしてブックマークを
配布しましたら、最後の日に ASMSA 日本語クラスの生徒達
から日本語で書き上げた返事を頂きました。このように、と
っても素敵なエピソードがありました。 
もう一つ面白かったのは、私は一関中学校に通う植村琴音

さんという方と友達で琴音さんのお母さん(えふえむ花巻の
パーソナリティー)にホットスプリングス市からフェイスブ
ックで写真を送りました。そしたら、丁度、FM ラジオのオ
ンエアー中でインターネットのサイバーラジオでも聞ける
ということがわかり、ホットスプリングス市のホテルから放
送中のラジオをしっかりと聞くことができました。早速メー
ルでメッセージを送ったところ、その内容をラジオで紹介し
てくれました。その他にもいろいろと体験しましたが、
ASMSA の日本語の授業を見ていてとても嬉しかったのは、
入口に宮澤賢治の暖簾(雨にも負けず…)や花巻北高のタオル、
私が ASMSA にプレゼントした絵、調印した時の写真等が飾
ってあり、とてもありがたかったです。～一部中略～ 
 ロータリーの昼例会にも参加してきました。ホットスプリ
ングス市のロータリーはとても大きく 100 人以上の会員の
方が参加しておりました。コーリー校長先生が参加出来ず、
一人での参加となり大変でした。ビレッジのロータリーにも
参加しましたが、こちらはアットホームで会員のメアリーさ
んと参加しました。バナー交換をしましたが、挨拶もありと
ても大変でした。一応ウケたようで良かったと思います。「何
より素晴らしかったのはホットスプリングスの皆様のホス
ピタリティーです」といった部分はイマイチでしたが（笑）。 
最期にレイクサイド高校の動画をご覧になって下さい。フ

ットボールの壮行式の模様です。フットボールの試合も見て
参りました。その後、無事に戻ってまいりました。ありがと
うございました。続きは Part2 で…  

 
                         
 
 

                    
33 人中 15 人出席          
出席率  53.5％ 前回修正 60.7％ 
◇メーキャップ    なし   
 
 
＜立花 徳久 君＞本日の卓話、下町壽男君ご苦労様でした。
佐々木様のホットスプリングスの紹介と非常に良い流れで
話して頂きありがとうございます。来年でホットスプリング
ス RC との姉妹提携 5 周年になるのですね。早いですね。 
＜阿部 一郎 君＞12 月に入り、皆様には飲む機会が増え肝
臓が疲労している事と思います。体には十分気をつけて下さ
い。本日は下町先生のホットスプリングスの卓話、興味深く
拝聴しました。ありがとうございました。 
＜鹿討 康弘 君＞日曜日は仙台で『アンガーマネジメント』
の研修会でした。怒りをコントロールする『アンガーマネジ
メント』を理解すると人間関係が改善すると言われています。
「6 秒ルール」というノウハウがあって怒りのピークは長く
て 6 秒間。興奮状態のアドネナリンが出て体内に行き渡って
落ち着くのが約 6 秒。もしもイラッとしたら、すぐに反応し
ないで 6 秒間数えて怒りがおさまるのを待ちましょう。 
＜吉田 和洋 君＞先週、母を東京にいる孫(長女)のところ
へ 2 泊で行かせました。鎌倉等を巡ってどちらもリフリッシ
ュできた様です。娘も自分なりに計画して、連れて歩いた様
です。天気も良くてよかった。 
＜谷村 仁 君＞下町さん、ホットスプリングスの報告あり
がとうございます。佐々木さんからのホットスプリングスへ
のお誘いありがとうございます。私事ですが、現在漬物が多
数あります。タクアン、白菜、漬菜が各 2 樽漬け込み中です。
12 月 9 日は結婚記念日 33 回目となります。今後も奉仕の気
持ちで頑張って行きます。 
＜滝田 吉郎 君＞妻の誕生日祝いありがとうございます。
先日家族でマイナンバーカードの手続きを花巻郵便局の証
明写真機で済ませました。とても便利で簡単と思いました。
みな様も、どうぞ。 
＜上田 穣 君＞「年（とし）のことは話題にしない」とい
うのが夫婦のおきてとなっているので、妻が 64 歳であるな
んて大きな声でいえませんが、年（とし）の割には若いので
はないかと私は思っております。次回のブレッティンを妻に
見せるかどうか、迷っています。どうしましょう？ 
＜下町 壽男 君＞本日はホットスプリングス訪問の話を聞
いていただきありがとうございました。出掛けてみて、あら
ためて花巻市とホットスプリングス市の絆の深さがわかり
ました。これまでの多くの方々の努力のたまものだなあと思
いつつ、これまで先人が築いてきたものを、ひき継ぎ発展さ
せていかなければならないと思いました。花巻北高もそのた
めに、少しでも力になれればと思います。実は来年の 9 月、
私は個人で円万寺のギャラリーＢｕｎを 1 カ月借りて、ホッ
トスプリングス展を企画しようと思っています。ご協力いた
だければありがたいです。 
 
◇第 3072 回例会のメニュー 

『 天ぷら定食 』         
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12/19(火) Xmas 家族合同夜例会グランシェール花巻にて 

米山奨学金贈呈 
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)] 
1/9 (火) 職業奉仕月間に寄せて 担当 職業奉仕大委員長 滝田 吉郎君  

米山奨学金贈呈                   

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 

 

◆今後のプログラム 


