
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

12 月 RI 月間テーマ「疾病予防と治療月間」 
第 3074 回例会/No.24 2017 年 12 月 19 日 

               
 

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 
☆☆☆ X′ mas 家族会(家族合同夜例会) ☆☆☆   
 
・ハイライトよねやまVol.213  [公益財団法人ロータリー米山奨学会] 
・2016 年度事業報告書の送金と基金へのご寄付のお願い 

[一般財団法人比国育英会バギオ基金 会長 多田 宏] 
・ガバナー事務所休業のお知らせ 

「国際ロータリー第 2520 地区 代表幹事 千葉 雅保」 
・創立 50 周年記念式典並びに祝賀会について(第 1 次ご案内) 

[水沢 RC 会長 髙橋 悦彌」 

  
■ 
■会長の時間「21 回/48 回」 立花 徳久 君 

こんにちは。先程、食事中に三田さんと
話をしていましたら、先日、小林克也氏が
地元の福山市で講演会を行ったという話題
になりまして、私は中学校時代から小林克
也氏の DJ 番組をずっと聞いておりますが、
知らない事が無いと思えるくらい洋楽全て
について造詣が深い方です。小林克也氏は 

既に 76 歳ですので、一度は彼の講演を聴いてみたいと思っ 
ております。               
 最近、レストランや日本食堂でマスターが高齢となり、お
店を閉めるケースが多く見受けられます。私がよく通ってい
た北上のお店に「亀」とい和食の小料理屋がありますが、今
年の初めに経営者が亡くなり、お店を閉めてしまいました。
北上のみならず花巻でもご主人が高齢となり、お店を閉める
ケースが増えてきました。我々が閉店したお店の味を記憶し、
伝えていかないと、美味しい料理を提供してくれるお店が途
絶えてしまい残念な思いであります。 
音楽話題となりますが、先週、山下洋輔と渡辺香津美のコ

ンサートに行ってきましたが、アルトサックスを担当した纐
纈歩美(こうけつあゆみ、21 歳、女性)さんの演奏がとても素
晴らしかったです。そして、久し振りに山下洋輔のひじで鍵
盤を鳴らす「鍵盤エルボー」を見ましたが、昔のとんがった
演奏に比べると少しマイルドになったような感じがしまし
た。また、纐纈さんが加わって三人で演奏する時は渡辺香津
美も纐纈さんを盛り立てる演奏をされて、非常に聞き心地の
よい音を出していました。渡辺香津美はソロでも演奏してい
ますが、ギターのテクニックが凄い方で、三人の演奏がマッ
チングし、素晴らしいコンサートでした。 
やはり、音楽をやる方々は言葉より音楽で語りかける、い

わゆる「自分の音を皆さんに聞いて頂いて思いを伝える」と
いった音楽家にしか出来ない方法はうらやましいなと思い
ました。亡くなったジョン･レノンも音楽で世界に平和を訴
えましたが、イマジンは世界に平和を訴えた代表作です。今
年の6月に全米音楽出版社協会の式典でオノヨーコさんがイ
マジンの共作者として認められ、本当に良かったと思います。
確かにオノヨーコさんは当時のジョン･レノンの創作活動に

関わっており、当然の結果であります。ジョン･レノンがソ
ロになってからは我々の世代が、ビートルズ時代は我々の先
輩の世代が慣れ親しんだ時代です。ビートルズの曲は最初は
愛、恋をテーマにし、次第にサイケデリックな曲となり、最
後はレットイットビーのような宗教的な曲になりました。ジ
ョン･レノンがソロ活動後、平和をテーマとした曲を中心に
オノヨーコと音楽活動を行っていったことは大きな功績で
あったと思います。やはり、音楽は若い世代から、お年がい
った方々まで、全世代に訴えかける大きな力を持っており、
素晴らしいことです。私は言葉も重要ですが、音楽で世界の
全ての人々に語りかけることは本当に素晴らしいことであ
ると思っております。 
今日は先週に続き、下町先生から「ホットスプリングス

PartⅡ」と題して、盛り沢山のお話を聞けるということで楽
しみにしております。どうぞ宜しくお願い致します。 
 
 
 
こんにちは。今日はクラブ総会というこ

とで、年 2 回の大切な総会でございます。
皆様の総意がないと次年度がはじまりま
せんので、宜しくご審議をお願い致しま
す。とりあえず、今回の総会は次年度の
役員理事を選任するということです。宜
しくお願い致します。皆様のお手元に資
料が渡っていると思いますが、次期役員候補者のお名前を読
み上げさせて頂きます。 
会長 三田望君、会長エレクト兼副会長 鹿討康弘君、幹事
阿部一郎君、会計 戸来昭浩君、会場監督 吉田和洋君、職業
奉仕大委員長 谷村繁君、社会奉仕大委員長兼副幹事 橋川秀
治君、国際奉仕大委員長 佐々木史昭君、青少年奉仕大委員
長 滝田吉郎君、直前会長 立花徳久君、［国際ロータリー第
2520 地区委員］青少年交換短期委員会委員長 佐々木史昭君、
地区監査委員会会計監査委員 谷村繁君、以上の方々が満場
一致でご承認されました。只今、ご選出され方々には快くお
引受頂いておりますので、併せてご報告申し上げます。 
 
 
 

前回は佐々木奈津江さんとシェアして報
告しましたので、時間が少し短く、はしょ
った部分があり、再度、詳しく説明させて
頂きます。私は数学の教員ですが、1 から
10 まで数の最少公倍数が 2520 です。
2520 地区は良い数だなと思います。最近、

逢う度にいろんな人から、退職後、何をする予定ですかとい
う話をされます。花巻北高校でも数学の教師が不足しており、
やって頂けませんかとの要請を受けていますが、孫の面倒も
あり、ノープランですと答えております。この間、本校の学
校技術職員に高橋さんという方がおりまして、レコードジャ
ケット展を開催しました。高橋さんは凄いレコード収集家で
私も協力して JAZZ のレコードを 30 枚位もって並べてきま
した。高橋さんは 63歳で私が 60歳で 70歳のお客さんが(小
原千秋さんの奥様)「若いって素晴らしいですね」と私達に
おっしゃって、60 歳はまだ若いと改めて思いました。 
前回と同じ展開で報告させて頂きます。最初に少し違う話 

をさせて頂きます。今回のホットスプリングスのトピックス
を一言で言うと、ペイフォワード、ホスピタリティーという
言葉です。ペイフォワードとは「恩を贈る、ある人から感謝
を受けたならば別の人に感謝して恩を贈る。そうするとどん
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どん伝わって自分に戻ってくる」という意味です。今までい
ろんな方々がホットスプリングスを訪れ、行った事が、我々
に恩として返して頂いたということです。我々も恩を次のい
ろんな人達に贈って行く使命が必要と思っております。今日、
修学旅行で宿泊した旅館から感動する手紙を頂きました。
「宿泊した生徒達が素晴らしく、心温まるメッセージも頂き
ました。本当にありがたかった」という内容の手紙でした。
(松井本館の皆様へ、一部省略、京都に来たときは、またこ
こに帰りたいです)旅行に行くということは恩を返していく、
繋がっていくこととつくづく感じました。 
 
 
 
 
 
この写真は前回も話しましたが、出発の時の様子です。帰

国してから 17 時間のフライトのせいか、エコノミークラス
症候群の症状が出て体調を崩しましたが、最近ようやく回復
しつつあります。やはり、ペイフォワードということで、シ
ーンさんが中学校の時にお世話になったつながりで、すぐに
会いに来てくれました。とても感動的でした。前回もお話し
ましたが、ニールさんの娘さんのエレノワが可愛らしく、ア
メリカでは大統領夫人の名前を子供たちにつける習慣があ
るようです。アットホームで素晴らしい雰囲気の家族でした。
ニールさんの奥さんは校長に就任したばかりで、とても忙し
く大変そうでした。ニールとエレノワと三人でいろんな所に
行って来ましたが、国立科学博物館ではテスラコイルが素晴
らしかったです。翌日、若い人達とパーティーを開催しまし
た。SMOR という料理をご存じですか？とても美味しかった
です。これは走っている写真でフェイスブックにアップして
います。前にもお話しましたが、花巻北高校同窓生の城守節
子さんが 200 個のしおりを作ってくれて、ウェルカムパーテ
ィーでいろんな方に配った際、城守さんが癌の病と闘いなが
らコタツに座ってしおりを手作りで作ったエピソードを披
露しました。みなさんが感激し、帰りに ASMA の生徒達から
日本語で書き上げた手紙を頂いた心温まるエピソードがあ
りました。嬉しかったことは、ASMSA の教室に花北の手ぬ
ぐい、宮澤賢治の暖簾、姉妹校提携の調印書、私が書いた絵
等を綺麗に飾っていてくれたことです。～一部中略～ 
日本語の授業に参加してきましたが、日本における授業と

は全く違っており基本的に楽しむ授業です。エリザベス先生
の授業はペアで活動し、必ず歌を取入れていました。 

ASMSA (Arkansas School for Mathematics, Science 
and the Arts)高校の授業の特徴は Arts です。芸術をサイエ
ンス教育に加味するスタンスになっています。コーリー校長
さんのお話では来年からは音楽を取り入れ、そのために校舎
を新しくし、多くの人を呼ぶ予定とのことです。芸術の授業
をとても大事にしております。クリエィティブセンターでい
ろんな作品を作成する過程を見学し、日本の生徒と ASMSA
の生徒の違いを認識しました。最後に花北の大内くんの御爺
さんが作った折紙のプレゼントを非常に喜んでくれました。
非常に素晴らしい授業でした。アートグラスはホットスプリ
ングス市の名物です。とても欲しくて、小さいグラスを一個
買ってきました。市長を表敬訪問してきました。コーリー校
長先生の自宅も訪問してきました。非常に立派な自宅でした。
ロータリーも訪問してきました。ビレッジのロータリーはア
ットホームで楽しくお話をすることが出来ました。佐々木史
昭さんに何度も説得されて RC に入会した話をしました。卓
話は科学館の館長さんが担当し、その場で実験を披露してお
りました。1 ドル払って好きなことを話す試みが面白かった
です。是非、また行く機会があればなと思っております。花
巻に無事に帰ってきましたら、お帰りと横断幕をもって迎え
て頂きました。行くのもホスピタリティー、帰ってきてもホ
スピタリティー、本当にありがたく、このご恩をあらゆる所
で返していきたいと思います。どうも有難うございました。 

 
                                                                     
                      

 
               

33 人中 16 人出席          
出席率  57.1％ 前回修正 64.2％ 
◇メーキャップ     
田中堯史ガバナーエレクト国際協議会ご出席壮行式 
谷村繁君、鹿討康弘君、吉田和洋君    

 
 
＜立花 徳久 君＞本日は下町先生、2 週続けての卓話有難う
ございます。ﾎｯﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｽに行った時を思い出しました。 
＜阿部 一郎 君＞次年度役員承認ありがとうございます。2
年連続の幹事をさせて頂きます。今年度後半と次年度をスム
ーズな運営に努めさせて頂きます。よろしくお願い致します。 
＜鹿討 康弘 君＞①本日は下町先生、2 週続けての卓話あ
りがとうございました。毎週趣向を凝らして頂き楽しみにし
ております。②10 日の日曜日は田中ガバナー壮行式に行って
参りました。③昨日、阿部幹事と「こども食堂」実現に向け
て社協と 4 回目の打合せを致しました。④明日から 3 日間、
セミコンジャパンに出展、東京ビックサイトです。⑤次年度
は喜んで快く、エレクトと副会長を兼務させて頂きます。 
＜吉田 和洋 君＞先夜、大迫 400 年祭慰労会に参加してき
ました。ほとんど、大迫の方々ばかりでしたが、和やかに楽
しんできました。日曜日は代理で田中ガバナーエレクト壮行
会に鹿討さんと谷村さんと出席してきました。次年度、三田
エレクト宜しくお願いします。 
＜三田 望 君＞次年度の役員を承認頂き、ありがとうござ
います。次年度に向けてしっかり勉強したいと思います。役
員予定者の皆様、何卒、宜しくお願いします。 
＜稲田 典之 君＞下町先生のステキなお話に感動しました。 
＜佐々木 史昭 君＞遅くなりましたが、12/3(日)花巻国際交
流協会主催の花巻国際フェアが開催され、史上最高の 1576
名がいらっしやいました。24 名の派遣中学生の体験報告も素
晴らしく、とても誇らしい気持ちになりました。 
＜谷村 繁 君＞ 
 
 
 
＜谷村 仁 君＞下町さん、ホットスプリングスパートⅡの
卓話ご苦労様でした。楽しく拝聴いたしました。12 月 9 日
に美味しい洋ナシのタルトをいただき、誠にありがとうござ
います。二人で美味しくいただきましたが、二人なので毎日
食べてもなかなか大変です。妻は大変喜んでおります。 
＜下町 壽男 君＞今日はまさかの PartⅡを(同じ内容にも
かかわらず)聞いて頂きありがとうございます。汗顔の至り
です。さて、来週の日曜日 12/16 に花巻文化村で本校合唱部
によるクリスマスコンサートが行われます。12:00 開始です。
ランチを食べながらクリスマスソングをお楽しみ下さい。 
＜藤田 勝敏 君＞今週から 1 月末まで用事がたてこみ、例
会の欠席が多くなり、すみません。週報はしっかりと作成し
ますので、ご容赦願います。来週は日本最大の天然ガス受入
基地「相馬 LNG 基地」を見学に行ってきます。楽しみです。  
◇第 3073 回例会のメニュー 
『 ビーフカレーライス 』         
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 


