
      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
２月 RI月間テーマ「戦争と平和/紛争解決月間」 

2 月より時程が、通常に戻っております 

12：30～例会開会点鐘～食事～例会再開 

第 3129 回例会    2019 年2 月19 日(火) 
 

 
                                        
 
 
 
◆3/1(金)豊沢川活性化・清流化事業推進協議会 

「25 周年記念感謝のつどい」のご案内 
◆ハイライトよねやま Vol.227 

［公益財団法人ロータリー米山記念奨学会］ 

 
 
2/26(火)3130 回 米山奨学金贈呈 コウ・シヘイさん 
ゲストスピーチ パストガバナー 山口 淑子君(盛岡滝ノ沢 RC) 

【 3 月 月間テーマ 水と衛生月間 】 
3/5(火) 3131 回 慶祝・クラブ協議会 

【次年度各委員会委員選出】担当：鹿討エレクト 
3/10(日) 2520 地区 PETS(仙台)     鹿討エレクト 
3/12(火)3132 回 花巻 RC 奨学生卒業報告 
            担当：花巻 RC 奨学生委員会 
3/19(火)3133 回 会員卓話     担当：上田 穣君 
3/21(木) 第 2 分区インターシティミーティング in 前沢 
3/26(火)3134 回(予定)コウ・シヘイさん『卒業スピーチ』 

担当：米山奨学生委員会/米山カウンセラー 
 

※卓話担当の方、卓話準備又はゲスト依頼をお願いいたします 

ゲストの場合決まりましたら、事務局へ報告をお願いいたします。 

 

 

 
■会長の時間 三田 望 君 
□概要 
今日は小山田さんのお知り合いで東

京小金井 RC 会長の山田さんにゲスト
としてお出で頂いております。震災以
降、司法書士のお仕事の関係で長年に
わたり沿岸へ足を運んでいるとのことです。小山田さんも
同様に何度も沿岸へ足を運んでおり、そこで同業というこ
とでお知り合いになったそうです。 

 
日曜日に大迫の神楽の館に行ってきました。ご存じのと

おり早池峰神楽はユネスコの世界無形文化遺産(2009 年 
登録)に登録され、一躍脚光を浴びることになりました。
2016 年には天皇、皇后両陛下に花巻市内で早池峰神楽を
ご覧頂き、その後、また皇居で神楽の演舞をご披露したと
いうエピソードがあります。今回は 8～9 人のメンバーが
岳神楽の 10 演目を 3 時間にわたり演じておりました。そ
のエネルギーにはびっくりしてまいりました。そして、神
楽の館には全国から多くの人々が訪れております。当日、
私の次の宮城県名取からの女性入場者が 15,000 人目の
来館者ということで、記念のお祝いを頂きびっくりしてお
りました。本当に楽しい一日でした。 
 早池峰神楽は年間を通して 3 つの神楽団体(岳神楽、大
償神楽、八木巻神楽)による講演が予定されており、回数
券も販売されております。見ていると派手さはありません
が、改めて、ユネスコの世界無形文化遺産に指定されるだ
けの価値のある踊りであるなと感じてまいりました。また、
機会があれば、是非足を運んでみたいと思います。 
 
       
ホテル花城            

『杜仲茶ポークのピリ辛炒め』 
 
 

 
 
 

東京小金井 RC の清水輝明です。
小山田さんとは東日本大震災発災
後、沿岸の仮設住宅の巡回相談業務
を始める際に初めてお会いしまし
た。小山田さんには巡回相談業務を
どのように行うか不安になってい
た時、相談にのってもらったり、見本を見せて頂き大変感
動しました。それが小山田さんとの最初の出会いです。 
 小金井 RC は 38 名で運営しておりますが時々被災地の
状況をお話する機会があり、今年度の会長を私が引受けた
ことが契機となり、社会奉仕委員会から被災地へ何か形を
残したいということになりました。そこで、大槌駅に宮澤
賢治の詩碑をつくる計画があり、資金が足りないというこ
とで当 RC が応援することになりました。そして、来月の
三鉄の開通直前に詩碑が完成するのでマークを入れさせ
て頂くことになり、打ち合わせの為、大槌町を訪問してま
いりました。岩手県には仕事でも遊びでも度々足を運んで
おります。先週の突然のお願いにも係らず、今日は御歓迎
頂き大変ありがとうございました。 
 
               
 
 
 
 
 
 

◆幹事報告               幹 事 

◆例会プログラム     進行：会場監督 S.A.A 

◆今後のプログラム        プログラム委員会 

◆本日のメニュー 
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◆3128 回 例会の概要 

 

 

 

□12：30 開会点鐘          三田会長 
□ロータリーソング斉唱 
□ゲスト・ビジター紹介        幹 事 
□本日のプログラム、メニュー紹介   親睦委員会 
□会長の時間                三田会長 
□ゲストスピーチ 

花巻市教育長 佐藤 勝様 
 
□幹事報告および委員会報告      幹 事 
□出席報告              出席委員会 
□ニコニコ・ボックス紹介 ニコニコ・ボックス委員会 
□13：30 閉会点鐘           三田会長 
 

◆ゲストご挨拶 東京小金井RC 会長 清水輝明様 
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【要 旨】東日本大震災以降、それ
ぞれの立場で皆様も支援を継続し
てきたことと思います。岩手県司法
書士会の支援活動はフェイスブッ
クでも説明しておりますが、今日は
岩手県司法書士会が他県の司法書
士会の協力を得ながら実践してき
た支援活動についてお話したいと
思います。 

私は震災以降、頻繁に被災地を訪問しておりますが、
8 年間で 10 台の車を乗りつぶしました。1 年間で 10
万キロ走行した年もありました。 
少し司法書士のお話をさせて頂きますが、岩手県内

の司法書士会員数は 145名で半数が盛岡に偏在してお
ります。一方、沿岸の会員数は 25 名しかおりませんが、
殆どの会員が被災しました。先ずは司法書士会でも各
地の避難所に食糧等の物資を届ける支援活動からスタ
ートしました。岩手県内の避難所 360 カ所に 41,257
名の方々が入られておりましたが、次に可能な限り避
難所で不安事項に対する相談業務を開始しました。避
難所では世界の医療団と協力し被災した方々の相談に
対応しておりましたが、特にも心のケアが必要でその
中でも根幹となる法律問題(住宅ローン等)に私ども司
法書士会が相談に乗る活動を行ってまいりました。直
接、避難所、ご自宅を訪問し、相談に乗ることもあり
ました。相談を進めるにあたり医療団の医師からいろ
いろなアドバイスを受け相談を進めました。 

(参考になったアドバイス…「災害と心のケア:デビット・
モア」「マズローの欲求 5 段階説:アブラハム・マズロー」) 

発災後、5 月頃から仮設住宅が完成し始めました。
仮設住宅は 13,984 戸、みなし仮設住宅を併せると 17
千戸となります。どのようにして法律情報を約 14 千戸
の皆様方へ伝えるかを考えました。被災された方々は
交通手段が無く、中心部に司法書士の相談所を設ける
だけでは意味をなさないという結論に至りました。そ
こで、県外から司法書士の皆様に相談員として岩手に
来て頂き、協力を得て見回り相談を行っていこうとい
うことになりました。当時、一番最初に来ていただい
たのが清水さんであります。既に 8 年目となります。 
最初は陸前高田からスタートし、大船渡、住田町と

地道に一軒、一軒、仮設住宅を回りました。次に釜石、
大槌、山田町も 12 月頃から同様に仮設住宅を回りまし
た。宮古地区も回りました。仮設住宅 14 千戸、全てを
回りました。大変、骨の折れる活動でございました。 
最後にお話したいことは、現在まで岩手県司法書士

会がお話したような支援活動を継続して行ってきたこ
とを皆様にも知って頂きたいということです。もう一
点は、市が土地を円滑に買上げするためには現所有者
への相続登記を早急に進める必要があります。一方で
未だに行方不明の方が多くいらっしゃいます。被災者
の方々の気持ちを考えずに淡々と相続手続き進めるこ
とがはたして良いのか？配慮して被災者の方々へ接し
ないと、震災で傷ついている方々の気持ちを更に傷つ
けてしまうのではないかいうことを身に染みて感じま
した。勉強させられる事が多々ありました。この活動
は今後も継続してまいります。機会があれば一緒にお
付き合い頂ければと思います。 

 
 

 
34 人中 14 人出席  出席率  50.0％ 

    前回修正 60.7％ 
 

        
 
 
＜三田 望君＞東京 2750 地区小金井 RC 会長の清水輝明
さん、ようこそ花巻にお出でくださいました。御縁に感
謝します。おうかがいすれば永年ボランティァで岩手県
沿岸にも通って下さったとの事。これぞロータリーの職
業奉仕の見本と感服いたしました。是非、またお越し下
さい。小山田さん、貴重なお話ありがとうございました。 

＜鹿討康弘君＞「こどもの貧困シンポジウム」が教育会館
で開催され、パネラーをして参ります。食い逃げ早退し
ます! 

＜阿部一郎君＞小山田君、お久しぶりです。本日は卓話ご
苦労様でした。また、小山田君の友人である東京小金井
RC 清水会長メーキャップありがとうございます。お土
産までいただき、メンバーでいただきたいと思います。
貴クラブの益々の発展をお祈り申し上げます。 

＜立花 徳久君＞連休は家族旅行で夢の国へ行って来ま
したが、ドキドキ感より疲労感が上回りそろそろ限界が
来たかなと思う私です。小金井 RC の清水輝明さん、よ
うこそ花巻へいらっしゃいました。楽しんで行って下さ
い。 

＜佐々木史昭君＞先週土曜日はセレナを囲んで谷村さん
にすっかりお世話になり、橋川さんと私とで大志田ダム
にわかさぎ釣りに行って参りました。昨年のカーラに続
いて、セレナが一番多く 100 匹以上釣ることが出来て谷
村さんのセッティングの素晴らしさに感心しました。そ
してセレナは昨日、ホストファミリーが千葉功さんから
木村清且さんにうつりました。小山田君のスピーチ勉強
になりました。 

＜橋川秀治君＞清水会長、岩手の復興にご尽力頂きありが
とうございます。小山田さんの卓話もすごい話に心にし
みました。さて、朝、外を見ると雪が降っていたので雪
かきをしようと早く家を出ました。あわてていた為にベ
ルトを忘れてしまいましたが、昨日のわんこそば大会に
向けてふくらんだお腹でしっかりホールドされて大丈
夫でした。 

＜東京小金井 RC清水輝明＞突然、おじゃまして申し訳あ
りません。小山田君にお世話になっております。よろし
くお願いします。 

 
ニコニコ・ボックスへのご協力ありがとうございました。 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊お知らせ＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
①≪ぬくまる食堂 第 2・第 4 火曜日 OPEN≫  
②花巻ロータリーカップ小学生親善バレーボール大会 
開催中止のお知らせ 
今年度、3 月 9 日(土)10 日(日)での開催を予定してお

りましたが、同日会場の花巻市総合体育館において、女子
バレーボールのプレミアリーグ開催が決定となり、会場を
使用することができなくなりました。また、その日以外小
学生は卒業式等の関係で日程が取れないため、残念ですが
今年度は中止となります。ご了承ください。 

 
風邪・インフルエンザが流行し始めております。 
お気をつけてお過ごしください。 
 
 
 
 

■ニコニコ・ボックス紹介  ニコニコ・ボックス委員会 

 

◆出席報告            出席委員会 

メーキャップ・・・なし 

編集制作 
【クラブ会報委員会】 

委員長：吉田和洋・副委員長：藤田勝敏 

AD 橋川秀治・鹿討康弘 

 

 

◆会員卓話 『岩手県司法書士会による東日本大震
災への支援活動について』   小山田 泰彦君 

 

 

  

 

 


