
                        
   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 月 RI 月間テーマ『平和と紛争予防/紛争解決月間』 

第 3218 例会   2021 年 3 月 2 日(火) 
ホテルグランシェール花巻 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  
本日でグランシェールの例会は最後と
なります。3 月 2 日よりはホテル花城
に戻っての開催となりますので、間違
うことのないようお願い致します。  
 土曜日の夜の地震は、10 年前の再
来かと思うくらい揺れが長く続きまし
た。幸いにも岩手県内は大きな被害が出ませんでしたが、
福島県や宮城県で断水等大きな被害が出ています。特に新
幹線の運休は益々首都圏が遠くなったような気がします。
丁度私立大学の受験シーズンでもあり、いち早い復旧を望
むばかりです。震災から 10 年目、ようやく日常を取り戻
してきた処に、昨年からのコロナと今回の地震、天からの
仕打ちとしては酷すぎると思うのは自分だけでしょうか？  

先週ゲストスピーチをして頂いた押切郁様からレターパ
ックが届きました。中を確認してみると花巻ユネスコ協会
設立 50 周年記念誌と 6 ページにわたるお手紙が入ってお
りました。その中には、時間オーバーした事の反省と伝え
足りなかった事が綴られておりました。川崎から帰ってき
たのは水沢女学校だけではなく、花巻中学校、岩谷堂女学
校も許可なく帰ってきたそうです。あの時代、国策に反し
て行動することが、如何に危険で命を懸けた行為だった
か。それを実行された先生方が居たということを伝えてほ
しいと書かれておりました。花中の引率教諭は佐々木久蔵
先生で、郁様の旦那様の花中時代の恩師であり、退職後は
花巻の教育長を勤められたそうです。  

本日の例会は、国際政治の裏側と題してリンウッド弁護
士のビデオを視聴します。担当の佐々木史昭君よろしくお
願いします。一応日本版を検索し見てみましたが、理解が
進みませんでした。もう一度見て理解しようと思っていま
す。 
 月曜日に社協にて宮野目西第一農家組合の組合長様より
支援物資を頂いて来ました。支援の輪が広がっておりま
す。このような支援を繋いで行かなければならないと感じ
ております。明日は第 11 回ぬくまる食堂フードパントリ
ーの日です。今回は 72 家庭に届ける事になっておりま
す。いつも通りの会場と時間ですので、多数の参加をお待
ちしております。 
 
 

 

 

 

◆今後のプログラム・その他の予定 

◆幹事報告             幹 事 

◆例会プログラム      

■会長の時間（28/48）  阿部 一郎 君  

 

 

◆3217 回 例会の概要  

例会メニュー 

□開会点鐘             阿部会長 
 国歌斉唱 
□ロータリーソング斉唱 
□四つのテスト     
□本日のプログラム、メニュー   親睦委員会 
□会長の時間            阿部会長 

慶 祝 
クラブ協議会 次年度各委員選出  

担当 橋川副会長 
□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  ニコニボックス委員会 
□その他 
□閉会点鐘             阿部会長 

 

 
 
 
 

・盛岡北ロータリークラブ記録誌送付について 
〔盛岡北ロータリークラブ〕  

・「会長エレクト研修セミナー」開催のご案内 
〔RI 第 2520 地区 ガバナーエレクト 鈴木俊一〕 

 
 

3/9 （火）慶祝者スピーチ 

3/16 （火）会員卓話又はゲストスピーチ 未定 

3/23 （火）クラブフォーラム 

         花巻 RC 奨学生卒業報告 

3/30 （火）会員卓話又はゲストスピーチ 未定 

 

 

 

 

麻婆豆腐 他 

◆慶  祝 

＜会員誕生日＞高橋 豊君(2 日）、阿部 一郎君(5 日） 

下坂 和臣君(11 日）、高橋 典克君(14 日）、小原 紀彰

君(15 日）、市村 律 君(15 日）、鹿討 康弘君(29 日）  
＜夫人誕生日＞ 佐々木 啓子さん(2 日 史昭）、浅沼 葉子

さん(3 日 幸二）、市村 香子さん(3 日 律）、下坂 琴音さ

ん(4 日 和臣）、小山田 智美さん(12 日 泰彦）  
＜結婚記念日＞太田 敬君/千春さん(10 日）、 

笹木 賢治君/修子さん(13 日）、鹿討 康弘君/つぐみさん

(14 日）、下坂 和臣君/琴音さん(23 日） 

 

 

 

 

マルチブルポールハリスフェロー表彰 

5 回目 

国際奉仕大委員長 佐々木 史昭 君  



  

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
https://youtu.be/V_EVgPvei00  
＜導入部の 10 分間ほどの一部＞ 
・現在起きていることを理解するためには、時代をかなり

遡る必要がある。  
・トランプ政権は事実上,軍により樹立された政権である。  
・世界を支配するグローバル犯罪ロスチャイルド家の中央

銀行システムを打倒する計画があった。  
・’60 年代に遡る。ケネディはロスチャイルド家の悪事に

気付いて必ずそれを暴いてやると言った。そしてそれに
よってテキサスのダラスで殺された。そこで 200 人以上
の軍将校が集まり、計画を練り賢くなければならないと
話し合った。  

・そこにたどり着くまでに 1871 年に米議会はオーガニッ
ク・アクト・オブ・コロンビアという法案を通した。ア
メリカは無一文でお金を必要としており、ロンドンのロ
スチャイルド中央銀行は米大統領と話しアメリカ合衆国
という会社をつくるよう要求した。  

・1910～1912 年に合衆国は国債を売り続けロスチャイル
ド中央銀行が独占的に引き受けた。この期間の国債の償
還のときに米国は支払いができなかった。そこで犯罪的
な大統領と議会は FRB（連邦準備銀行）を設立し、紙切
れに数字を書いてそれをお金と呼ぶことにした。  

・1944 年ブレトンウッズ協定（金との交換が保障された
ドルを世界の基軸通貨とする）。アメリカは IMF に米国
が法人であると認めさせることをやめた。  

・このように米国は長期に渡り外国に支配されてきた。  
・1999 年、米国は 2 度目の破産に陥ったが、デイビッ

ド・ウィン・ミラーとラッセル・J・ゴールドがたった
18 日という短期間でアメリカの主権を守り、イギリスの
傀儡に陥ることからアメリカを守った。  

・この計画は何十年も前から計画されていたものだが、過
去 20 年間、私たちは愛国的な軍や政治家やビジネスマ
ンや世界 22 か国の同盟に恵まれた。そしてこの同盟は
全ての国の権力構造への組織的な潜入を指揮していた。  

・2015 年に転機が訪れた。NSA（National Security 
Agency）は E-メールなどコミュニケーションツールを
監視し国民を奴隷化する組織であるが、真の愛国者であ
るマイク・ロジャース海軍提督がその長官に就任。ワシ
ントンにはびこる悪を暴いた。世界中の国家元首、バチ
カン、ビッグテック、多国籍企業、軍産複合体。  

・2015 年に軍はクーデターを画策した。ワシンドン DC
は腐敗し機能不全で国民のためのものではなくなってい
た。選挙は出来レースで憲法によりその座についたので
ない権力が企業のために尽くしていた。  

・合衆国を取り壊すような 16 年計画があり、軍はそれを
阻止しようとした。8 年はオバマで次の 8 年はヒラリー
クリントンによって完遂するはずだった。  

・ヒラリークリントンが勝利を収めようとしていたときに、
NSA は不正を正した。  

・軍は愛国者であるトランプを政権に送り出した。 

それはディープステートの権力構造を破壊し国を守り世界
を守る計画のファイナル・ステップであった。   

・ドナルド・トランプは常に攻撃された。民主党も共和党も
世界中のリーダーも国連やバチカンも一致団結してドナル
ド・トランプという脅威を全力で攻撃した。  

・彼らはドナルド・トランプを排除しなければ自分に何が起
きるかを知っている。これは勝つか負けるかではなく、勝
つか死ぬかだ。敗者は地球上から抹殺される・・・ 

・CIA はすべての戦争に関わり、欧州の中央銀行は紛争を起
こし、継続する活動を資金的に支援しています。 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
《阿部一郎》本日で最後のグランシェールでの例会です。
３月からはホテル花城に戻りますので、間違えない様お願
いします。本日の視聴の設営、機材も持ち込んで頂き史昭
君、本当にありがとうございます。  
《藤田勝敏》毎月、無尽でお世話になっている小田島社長
さんがお亡くなりになり、ショックで少し動揺していま
す。佐々木さん、今日は貴重な視聴ありがとうございまし
た。勉強になりました。  
《橋川秀治》この一年で世の中の裏が見えて来て、やるせ
ない気持ちになっていましたが、ＲＣでは普通に話せて、
しかも皆さん明るいのが最高です。  
《高橋 豊》13 日夜 11 時過ぎの地震は震度４で、花巻は
大きな被害がなかったですが、被害のあった皆様にはお見
舞い申し上げます。もうすぐ３.11 から１０周年になりま
すが、災害の記憶を忘れず、今後に備えたいと思います。  
《佐々木史昭》本日は「平和と紛争月間」にあたり、国際
奉仕委員会にスピーチの機会をいただき、ありがとうござ
いました。世界には悪意をもって紛争を起こそうという勢
力の存在があることを考えていただくきっかけになれば、
何よりだと思います。  
《吉田和洋》今日のテーマのユーチューブを娘に教えたら
即見た様で、内容がアニメの「鋼の錬金術師」にそっく
り・・・と言っておりました。何が真実かわからなくなっ
てしまいます。  
《立花徳久》１３日の地震は久しぶりにスマホからのけた
たましい音声で緩みきった体が一瞬にして緊張感がみなぎ
りました。仙台からの帰りで高速道路を走行中でした。３
０分遅れれば高速も止まり大変でした。とりあえず結果オ
ーライでした。  
《鹿討康弘》先ほど駐車場からグランシェールまで突風に
逆らって歩いていたら腰をギックリしてしまいました。 
会社の廃材置き場のシャッターも曲がってしまいました。
昨夜はランクルでバックをしたら玄関の手すりを大きく曲
げてしまいましたが、さすがランクルはかすり傷ひとつあ
りませんでした。 

先ほど髙橋豊さんより、ぬくまる食堂へ多額のご寄付を
頂きました。ありがとうございました。 
 
ニコニコ・ボックスへのご協力ありがとうございました 
 

◆出席報告            出席委員会 

31 人中  13 人 出席  出席率 50.0 ％ 

   前回修正  61.5％ 
 
メーキャップ  
2/14(日) 2021-22 年度地区チーム研修 
     佐々木史昭君、橋川秀治君 
 
 

 

 

 
 
 

 

紛争解決月間ということでお時間を頂き DVD をご覧いただ
きたいと思います。実は世界の紛争を起こしている勢力がい
るというお話です。大統領選挙でいろいろなことがあり、世
論を追いかけてみたところ本当にこの 3，4 か月の間で「陰
謀論」と言われている『悪の勢力』的なものが世界には実際
にいるのだなと私自身は考えております。 

■ニコニコ・ボックス紹介 ニコニコ・ボックス委員会 

 

国際奉仕大委員超 佐々木史昭君 

君 

◆ 国際政治の裏側「リンウッド弁護士の真実 

だから見ろ」視聴    担当：佐々木史昭君 

 

https://youtu.be/V_EVgPvei00

