
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

2 月 RI 月間テーマ「平和と紛争予防/紛争解決月間」 
第 3080 回例会/No.30 2018 年 2 月 6日 
               

 
1. 開会点鐘         
2. 国歌斉唱 
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. 米山奨学金贈呈 米山奨学生 コウ・シヘイさん 
8. クラブフォーラム「ぬくまる食堂進捗状況」 

 担当 副会長 鹿討 康弘君 
9. 幹事および委員会報告    
10. 出席報告 
11. ニコニコボックス      
12. 閉会点鐘   
 
・4/14(土)亘理ロータリークラブ創立 50 周年記念式典・ 
祝賀会のご案内 [亘理ロータリークラブ会長 早坂 正実]  

・2/11(日)第 2 分区インターシティ・ミーティング時程 
変更のお知らせ         [北上西 RC 会長 佐藤 恵子]  

・4/28(土)水沢東 RC 創立 50 周年記念事業のご案内 
                     [水沢東 RC会長 高橋 悦彌] 
・2018-19 年度版 ロータリー手帳お買い上げのお願い

[ロータリーの友事務所] 
・平和と紛争戦争予防紛争月間リソースのご案内 

              [国際ロータリー事務所]  
・全国国際教育研究大会岩手大会報告書について(送付) 

 [岩手県国際教育研究協議会 下町 壽男君]  
・日本のロータリー100 周年に向けて［国際ロータリー］ 
・4/21(土)・4/22(日)地区大会のご案内[ガバナー事務所] 

 
■ 
■会長の時間「26回/48 回」 立花 徳久 君 

こんにちは。昨日まで大丈夫で
したが、声を聞いてわかるように
どうやら風邪を引いたようです。
家族も一昨日から風邪をひき全
滅です。そういうことで、昨日、
一昨日と私が夕ご飯の用意をし
なければならない状況になりま

して、自宅向かいの一平さんに 2 日続けて夕ご飯の用意
をして頂きました。昨日は新年会のあと一平さんで締め
のラーメンを食べて、家族には一平さんに用意して頂い
た料理を持ち帰りました。感謝はされませんでしたが、
何とか役目は果たせたように思っております。    
普段の生活において何時も身の回りの世話をしてくれ
る妻に寝込まれると、最終的には自分で全てのことをや
らなければなりません。最後に全部屋の電気を消して歩
く作業すらやっておりませんでしたので、今回、自分で
やってみて寂しい気分でした。確かに娘はかわいそうと
思いましたが、妻には早く元気になって戻ってきてくれ
ないかなというのが正直な気持ちでした。如何に普段の
生活で自分は家のことは妻にまかせっきりであることを

痛感し、直接口には出しませんが妻には大変感謝してお
ります。橋川君は優しいのでしっかりと奥様に感謝の気
持ちを伝えていると思います。今回の経験を通じて、普
段、常に身の回りの世話をしてくれる奥様には感謝の気
持ちを持たなければならないと思いました。私も風邪を
ひいているので少し弱気になっているのかもしれません。 
今日はこの後、谷村繁君に「青春とは」というテーマで
会員卓話をお願いしておりますが、橋川君の出身地壱岐
の松永安左ヱ門さんが「青春」の詩を訳したということ
で私の記憶に残っております。今日は谷村繁君に噛み砕
いて教えていただけるのかなと、非常に楽しみにしてお
ります。みなさんには青春のたぎる思いを復活させて頑
張っていただくよう期待しております。それでは、宜し
くお願いいたします。         

 
 

 
昨年、壱岐ロータリークラブ訪問の

お土産として、阿部幹事から、壱岐出
身の日本の電力王、松永安左ヱ門とい
う方の訳詩をいただきました。それは
サミュエル・ウルマンの「YOUTH(青
春)」だったことに、私はたいへん驚
きました。 

ちょうど 20 年前、東京で、ウルマン・ミュージアムの
館長 W・ジョン・レイナーソンさんから、詩の英文と訳
文をいただいていたからです。ウルマンが安住の地とし
たバーミングハムの UAB敷地内に、近年、彼のミュージ
アムがつくられたとのことでした。「青春」は、日本では
有名ですが、アメリカではほとんど知られていないそう
です。ダグラス・マッカーサーが、座右の銘として自分
の執務室に飾り、それが日本での流行に繋がったようで
す。そしてマッカーサー元帥もロータリーの名誉会員で
した。 
バーミンガムは、BSC 卒業までの 2 年間私が過ごした
都市です。アトランタから R20 をとばして 2 時間半、飛
行機で 45 分、人口はアトランタの半分の 21 万です。 
1977 年、隣のジョージア州のジミー・カーターが大統
領に選出され、バニー・マニロウの「コパカバーナ」が
流れ、クラスメイトに映画「サタディナイトフィーバー」
に誘われ、それだけではおさまらず、ダウンダウンのデ
ィスコやアメフトに誘われ、キャンパスの外に出かける
のに大忙しでした。 
1978 年、卒業の年、友達のアメリカ人から UAB の日本
人男性を紹介されました。遊ぶ時間確保に躍起になって
いたので一度ならず断ったのですが、日本人の珍しい土
地でしたし、友達のアメリカ人がなんとか頼むと言うの
で、会いに行きました。たいへん気さくな方で、週末に
一緒に行動する機会も増えました。 
エディさんは、私より 1 歳年上で、当時、前年には UAB
を卒業していましたが、アメリカに残るために、卒業後
も、アルバイトをしながら通学して履修単位を満たして
いました。エディさんは、生涯アメリカで暮らして行く
という強い思いを私に語ってくれました。就労ビザの取
得を目指していました。エディさんは、日本の米軍基地 
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で働いていたご家族の転勤に伴い、ご家族の好意で、そ
の家で高校生活をおくり、大学生になると、アパートを
借りて、アルバイトをしながら自力で大学を卒業したの
だそうです。 
街に相撲という繁盛レストランがあり、エディさんは、
午後 3 時になると、そこにアルバイトに出かけるように
なりました。ご飯炊きです。電気釜なそうでしたが、米
の研ぎ方から始まるので、冬は、水が冷たいと話された
ことがありました。当時はたくさんの友達をご紹介いた
だきました。 
 今年の 1 月 4 日に、Eテレで「みんなのための資本論」
という番組がありました。資料の中の各グラフをご覧下
さい。 

1970 年代の半ば、アメリカの DOW はまだ上昇前で 
したが、GDP と平均賃金の乖離は始まっていました。そ
れでもけっこう景気のいい時代で、エディさんもそれな
りにアルバイト先を確保できていたのだと思われます。 
しかし 1980 年以降、平均賃金は上昇しなくなり、それ
でも経済規模は拡大し続けています。その理由として、
番組は、1980 年代の共働世帯の増加、1990 年代の長時
間労働の顕在化と仕事の掛け持ち、そしてサブプライム
層向け住宅ローン金融商品の購入拡大をあげていました。
2007 年夏頃からは住宅価格の下落が始まり、それがリー
マン危機への伏線になったというのです。 
番組は、スマホ普及によるアマゾンやヤフーなどの大手
ネットビジネスの成長についても取り上げていました。 
今は便利な時代です。エディさんはどこでどうしている
のか。この番組の後で、エディさんのフルネーム、日本
名を検索してみました。すると、アメリカ国内で会社を
経営、社名も住所もありました。嬉しかったです。 
 
 
 

2月 2日に花巻北RCの浅沼さんが私
どもの自宅にカーラ・リリーを連れて
参ります。4 月の連休前の週まで約 2
カ月半滞在しますが、私が 3 月 15 日
から約 2週間不在となる期間がありま
して、妻も妻なりに考えておりますが、

その間、是非皆様のご協力でカーラ・リリーにいろんな
経験をさせてあげたいと考えております。谷村さんには 2
月 13 日にカーラ・リリーと友達と私の 4 人でワカサギ
釣りに連れていって頂ける予定になっております。立花
会長からはスキーに一緒にいかないかと声をかけて頂い
ております。平日、土日問わず、何でもお声をかけて頂
ければ幸いです。現時点でインターシティー・ミーティ
ングや地区のオリエンテーション、花巻 RC の例会に連
れて行くくらいの予定しかなく、是非、皆様には一人一
お誘いをお願いします。是非、ご検討を願います。 
先程、花巻東高校に行ってカーラの学校での様子を副校
長、担任先生、通訳のデビー先生から聞いてきました。
カーラはシャイなのでいろんな事をやろうとしているよ
うですが、結構遠慮しているので無理してやらせようと
はしていないとのお話でした。しょうがない部分もある
のかなと思っておりますが、例えば甲子園のバスツアー
に、第一試合にバスに合わせて行って勝っても負けても
戻ってくるプラグラムがあるそうです。また、第二試合
以降は違う内容のプログラムがあるようですが、少なく
ともバスの特急ツアーには行かせようと考えております。 
鈴木葵奈が現地の様子をフェイスブックで発信してお
りますが、花巻東高の先生方は現地に馴染んでいい事例
で上手くいっていると評価しておりました。カーラにも
花巻にいる間には楽しい思いをさせてあげたいので、私

も努力しますので、是非皆様も宜しくお願い致します。 
  

                         
31 人中 14 人出席          
出席率  53.8％  
前回修正 57.6％ 
◇メーキャップ     なし 
 

 
＜立花 徳久 君＞先日、某銀行の新年会
の講演会で講師の方が 3 月にひょっとす
ると重大な事が起こる可能性があるとの
事ですが、人間はそれほど愚かではない
と思いたいです。 
＜阿部 一郎 君＞寒い日が続いています。

皆様には体調を崩さない様、充分気をつけて下さい。本日
は繁さんの卓話ご苦労様でした。まだまだ青春中だと思い
ますので、青春を楽しみたいと思います。 
＜鹿討 康弘 君＞先週の金曜日、会社の新年会を石鳥谷
の「建考館」で行いました。途中でいきなりサプライズで
私の還暦祝いに変わってびっくりしましたが、喜んで赤い
チャンチャンコを着させて頂きました。私は亥年なので本
当は来年なのですが、来年は来年で祝って頂こうかと思っ
ています。還暦は「第二の誕生日」とも言います。赤ちゃ
んに戻ったつもりで、あと 60 年頑張ります。 
＜上田 穣 君＞大人の休日倶楽部パスを利用して、伊豆
下田～南伊豆～三浦海岸～鎌倉と回ってきました。南伊豆
では梅はもちろん桜も咲いていました。つばきは散りはじ
めということで、さすがに暖かくて汗もかいてきました。
すきまの時間を使って大好きなディズニー・シーへも行っ
て来ました。 
＜吉田 和洋 君＞先週 3ロータリー新年会欠席してすい
ませんでした。県業界の交賀会でした。まだまだ 2 月も
新年会他が続きます。インフルがはやっている様です。皆
様お気をつけ下さい。 
＜佐々木 史昭 君＞カーラ・リリーが、いよいよ今週末
から我が家にやって来ます。可能な限り外に連れ出して日
本文化に触れさせたいと思いますので、皆様からのおさそ
いをお待ちしております。第 1 弾は谷村仁さんに、わか
さぎ釣りに連れて行って頂きます。ありがとうございます。 
◇第 3079 回例会のメニュー 

 
『 和牛ビーフのカレーライス』                                                                    

 
 
 
 
 
 

 

2/13(火) 会員卓話 担当 副会長 鹿討 康弘君 

     ゲスト/長期青少年交換性 カーラ・リリーさん 
2/20(火) 会員卓話 担当 小山田 泰彦君 
2/27(火) 会員卓話 担当 直前会長 吉田 和洋君   
    ゲスト/長期青少年交換生 カーラ・リリーさん 
3/6(火)  クラブ協議会 次年度各委員会選出  
          担当 会長エレクト 三田 望君 
    米山奨学金贈呈 米山奨学生 コウ・シヘイさん 
    ゲスト/長期青少年交換生 カーラ・リリーさん 

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 

◆カーラ・リリーさんを迎えるにあたって 
国際奉仕大委員長 佐々木 史昭 君 

     「青 春」 

 

 

  

 

 


