
 

 26/45 

 

Jan 

1月 25日(火)第 3260回 例会  月間テーマ：職業奉仕 
 

■幹事報告 
・2024-2025 年度ガバナー候補者のご推薦について 

〔RI 第 2520 地区がバナー指名委員会  

委員長 伊藤智仁様〕 

・暴力団追放広報紙「暴追いわて」の送付について 
〔花巻市防犯協会 会長 花巻市長 上田東一様〕 

・〔お願い〕トンガ沖大規模噴火災害義援金拠出について 
〔RI 第 2520 地区 2021-22 年度ガバナー 鈴木俊一様〕 
・花巻 3RC 合同新年会中止のご案内 

〔花巻北 RC 会長 谷地玄光様〕 

 

■今後の予定  例会場：ホテルグランシェール花巻 

1 月 26 日(1/20 中止)市内３RC 合同新年会 
2 月 1 日  慶 祝 
2 月 8 日  ゲストスピーチ 【花巻 RC カップ】 

花巻市小学生バレーボール連盟理事長 浅野欣伸様  

2 月 15 日 会員卓話・ゲストスピーチ(未定) 
2 月 23 日 ロータリー創立記念日 

2021-22 年度 

会長：橋川秀治 

幹事：藤原喜子 
会長 E：藤田勝敏 
花巻 RC ホームページ 

■第 3259 回 会長の時間                    橋川会長 
皆様、大雪の中お疲れ様です。 

世の中はオミクロン株の感染拡大で持ちきりです。真実はどうか自分で調べてみました。 

当初コロナは重度の肺炎を起こし、突然亡くなることがある感染症とされ、世界的な 

防疫体制が敷かれましたが、今回のオミクロン株の検査陽性者は症状がない方も多く、 

あっても咳や鼻水、喉の痛みくらいで 3 日ほどで回復に向かい、重症化も死亡者も少ない 

のが特徴で、弱いインフルエンザ並みのようです。それより心配なのはワクチンによる死亡者や 

後遺症発症者がコロナ感染による死者や後遺症発症者を超えてしまったことです。 

政府もフル接種しても感染することからワクチン・検査パッケージの一旦停止を打ち出し、旧型ワクチンは有効ではないと

認めた形ですが、一方で 3 回目の接種や 5 歳からのワクチン接種は推進しています。英国、独逸、丁抹、以色列からワ

クチン接種者の方が感染し易く、死亡率も高いという逆転現象が報告されており、そもそも重症化や死亡が少ない日本

人に３回目の接種や若年者への接種を推奨する根拠はないと私は考えます。イベルメクチンも効きますので、怖がりすぎ

ず、冷静にご自身とご家族のお身体を大切にお考え下さい。 

 さて、1 月 15 日土曜日は阪神淡路大震災から 27 年の日でしたが、トンガ沖の海底火山が噴火しました。その規模

は翌年に火山灰の影響で世界的に冷夏と凶作をもたらした 1991 年のフィリピンのピナトゥボ火山の噴火に次ぐ大規模な

もので、周辺では大きな津波も起こり、日本でも牡蠣養殖イカダや定置網が流されたり、小型船舶の転覆や沈没の被害

があったと知って、あのけたたましいアラームも止む無しかと思いましたし、来年の農作物への影響が少ないことを願うばかり

です。 

 先週末にグルージャの福田さんから昼食を食べ、J2 昇格で盛岡の JR 保有の土地にスタジアムを 8 年以内に建設する

のに 150 億円、そこに隣接するクラブハウスは 3 年以内に建設しないとならないという話を伺いました。岩手県や盛岡市

も支援してくれているそうですが、民間からの支援も必要としているとの事。徳島のボルティスの存在から会社的には支援

は難しいが、ぬくまる食堂の方で支援も頂いているので、何らかの形で市民の力を結集するようなお手伝いをしたいと話し

ました。皆様にもお力添えをお願い致します。 

 それでは本日のゲスト、岩城社長のお話に移りたいと思いますが、先程お話しましたら、以前、昭和シェル時代に四国の

ご担当をされ、大塚グループも大変お世話になったということでしたし、私の会社が大塚製薬を冠する起因となった雪印の

食中毒事件担当の弁護士が、岩城社長が志戸平温泉にお越しになるきっかけを作られた方と知り、私の会長年度の例

会にいらして頂いたことに不思議なご縁も感じます。それでは貴重な英国でのロータリアンとしてのご経験をお話し頂きまし

ょう。岩城社長、よろしくお願い致します。 
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■出席報告 会 員   33 名 出席者数 20 名 出席規定免除者 7 名 

  第 3259 回例会 出席率  68.9％ 前回修正  68.9％  

※メーキャップ：なし 

 

■本日のゲスト  なし 

 

2021-22花巻ロータリークラブ会報 

 

『四つのテスト』 
A:浅沼幸二君 

【四つのテスト】 ～ 言行はこれに照らしてから ～ 
真実かどうか・みんなに公平か・好意と友情を深めるか・みんなの為になるかどうか 

“Rotary Own The Community”by Paul Percy Harris  

■本日のプログラム      例会進行：会場監督 

1,開会点鐘   
2,ロータリーソング        
3,四つのテスト 
4,ゲスト・ビジター紹介           
5,本日のプログラム/メニュー 
6、食 事 
7,会長の時間 
8,本日のプログラム  

市内３RC 合同新年会中止に伴い 

プログラム変更  委員会事業報告 

【前期事業報告と後期抱負発表】他 
9,委員会報告等 

10,幹事報告 
11,出席報告 
12,ニコニコボックス 
13,連絡事項 
14,閉会点鐘 
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第 3259 回 ゲスト：志戸平温泉(株)代表取締役社長  
岩城修平様プロフィール 

 

 
花巻ロータリークラブ 

≪事務局≫ 

花巻市花城町 10-27 

花巻商工会議所内 

TEL/FAX0198-41-1133 

e-mail： hrc@hanamaki-cci.or.jp 

URL:http//www.hanamaki-rc.com 

■3257 回 ニコニコボックス    ニコニコボックス委員会 
                        
【橋川秀治君】本日はご多用中にもかかわらず、岩城社長をお
迎え出来、光栄です。ワクワクするようなお話に引き込まれまし
た。またどこかでお話を伺えるのを楽しみにしています。 
【藤原喜子君】本日は岩城様、お忙しい中、貴重なご講話あ
りがとうございました。弊社の本社副社長が来県しており、オンラ
イン会議が 13 時 30 分からで発表なども予定されており、大
変申し訳ございませんが早退させていただきます。またの機会に
ゆっくり岩城さんとお話したいです     ♡ 
【藤田勝敏君】昨日から、経済産業省の立入調査（都市ガ
ス）がありましたが、無事、午前中に終了し、例会に参加する
ことができました。そして、岩城社長のスピーチを拝聴することが
でき、よかったです。引き続き花巻市発展の為、お力添えをお
願い致します。 
【高橋豊君】本日のゲストは、志戸平温泉㈱岩城社長でした
が、貴重なお話をありがとうございました。健康に留意され、
益々のご活躍をお祈り致します。 
【三田望君】岩城社長、貴重な体験も交えて興味深いお話を
ありがとうございました。又ぜひ続きを聞かせて下さい。 
【上田穣君】先月は妻の誕生日を「志だて」で楽しく過ごしまし
た。岩城社長からのすてきなプレゼントに妻も感動しました。あり
がとうございます。残念ながら裁判所での業務のため早退させて
いただきます。 
【佐々木史昭君】先週土曜日の夜、ＴＳＵＮＡＭＩの連呼
でたたき起こされましたが、弊社で制作据付した津波対策用の
ゲートも無事に機能したようでホッといたしました。岩手県沿岸
部で数 10 ヶ所以上あり、普段からの点検整備の重要性が身
に沁みました。 
【立花徳久君】ゲストスピーチの岩城様ありがとうございます。本
日、盛岡で会議があり、早退させていただきます。スピーチを聞
けず残念です。 
【阿部一郎君】岩城社長には大雪の中、花巻ＲＣの例会に
参加頂き、ありがとうございます。英国での貴重な経験をお話
頂き、大変参考になりました。今後のご活躍を祈念致します。 
 

花巻温泉ホテル紅葉館へ 
旅してます 1 月まで 

会報 Bulletin 制作編集：会報委員会 委員長 吉田和洋・副委員長 藤田勝敏 

1 月 18 日 
Today’s Menu 
ホテルグランシェール花巻 

三つ切り弁当 

1971 年 大卒                                               
1971 年  シェル石油（株）（現.出光興産） 入社    

当時：資本金 341 億円、英蘭 SHELL 出資 100％ 
1982 年 SHELL UK 勤務 

プログラマー5 年後システムアナリストに昇格し英国在住 
1998 年 昭和シェル石油（現.出光興産) 人事部長 
2003 年理事・総務部長 兼 広報室長 兼 秘書室長 
          
2004 年 西部石油(原油輸入・石油製品製造販売・船舶) 

常務取締役            異業種経営   
資本金 80 億円、売上 3000 億円 
山口県に製油所、本社東京 

2009 年 ライジングサン(株)(石油商事会社) 
代表取締役社長         異業種経営   

2014 年 志戸平温泉(株)社長代行専務執行役員 
(事業再生と承継の目的）   異業種経営 

2018 年 6 月     〃 代表取締役社長(新会社登記）                                                 

連絡事項 
・2 月 26 日予定の第二分区 IM
は感染拡大防止に考慮し中止と
なり、代替行事として 5 月 15 日
に 10 クラブ合同でゴルフコンペとな
ります。(北上 CC) 
・3 月 5 日・6 日開催 花巻 RC
カップ小学生親善バレーボール大
会 開催に向け準備中です 
(市施設の感染対策により中止となる場

合もあります) 

第 3259 回 ゲストスピーチ：岩城修平様 
「英国ロータリークラブ 異業種での経営」 
 
ロータリーは人道的な奉仕を行い、すべての 
職業に於いて高度の道徳的水準を守る事 
を奨励。 

会員はボランティア活動への参加時間と例会への出席時間
を記録し、その合計が「出席」として認められる。 
(参考)2015 年 5 月に「ベントレー・チェシャーRC」その国籍は
9 か国。例会はクラブの会議室とパブ・レストランで交互に開か
れ、効率よく、濃い内容で行われます。例会では食事とワイン。 

Rotary Internatjonal District 105 
・小学生の息子と娘は同級生と親しくなり、結果、親同士の家
族交流が増えた。その友人がマンチェスター105DC の会長をし
ており、私に RC のオブザーバー参加を推薦した。 
・オブザーバー1 年の私の講演終了後、日本人で初めてのロー
タリアンに認定された。 
・月 2 回程度、約 20～30 名で 2 時間のランチミーティング。 
・会員の自宅(大邸宅)で開催されたロータリアンの Xmas パー
ティーでのダンスタイムで、会員の奥さんに望まれて踊り、皆に注
目されたとき、ジルバで握っていた手が離れて奥さんが仰向けで
フロアに倒れ皆が大爆笑事件。 
・会長任期は 1 年で、次の会長は StockPort カレッジ校長。 
私はその大学の趣味講座でゴルフを習いました。 
・2 年半後に帰国することになり、送別会。英国を離れても他国
で会員になれるよう「名誉会員証」をいただいた。(右画像) 

(岩城修平様 ppt 引用) 

mailto:hrc@hanamaki-cci.or.jp

