
 

■第 3300 回例会 11 月 22 日 会長の時間  

皆様、こんにちは。先週は途中退席となり、 

大変申し訳ございませんでした。本日は鹿討さんに 

会員卓話をお願いしております。どうぞ宜しくお願い致します。 

最近、一日あたりのコロナ感染者数が 1,000 人を超える日が 

続いており、皆様へ 12/20 開催予定のクリスマス家族会の 

対応についてご相談致します。理事の皆様にはラインを通して、 

考えられるケースを事前にご提案させて頂いております。 

具体的には、①ゲストを招いて予定どおり開催する②子供達の参加を見合わせ、会

員、菊の会のみ縮小した形で開催する③中止する。④その他（皆様から提案があれ

ば）の内容です。急なご相談で申し訳ございませんが、是非、ご意見があればお帰りに

なる前までお知らせ下さい。そして、今週の 11 月 24 日（木）、ぬくまるフードパントリ

ーが予定されておりますので、皆様のご協力を宜しくお願い致します。 

昨日、花巻市のホームページを閲覧しておりましたら、電力、ガス、食料品等価格高

騰緊急支援給付について掲載されておりましたので、簡単に概要をお知らせ致します。 
 
①住民税非課税世帯に 5 万円 

②社会福祉施設等に対する電気料金の支援 

（入所施設 20 万円、通所施設 10 万円、訪問系事業 2 万円） 

③住民税課税世帯のうち、均等割のみ課税されている世帯に 1 万円 

④私立保育園などの保育施設に給食費 6 カ月分を支援 

（3 歳児未満一人当たり 675 円、3 歳児以上一人当たり 450 円） 

⑤今年度末までに 18 歳に達する児童を養育している子育て世帯に一人当たり

15,000 円 

⑥市内に事業所を有し、主たる業種が製造業または卸売業を営む中小企業 

（法人 20 万円、個人事業主 5 万円） 

⑦市内の温泉宿泊施設等に対し 

（法人一施設当たり 20 万円、個人事業主一施設当たり 5 万円） 
 
いよいよＦＩＦＡワールドカップカタール 2022 がスタートしました。以前、例会にて

皆様へ天然ガスの生産状況を記載した世界地図を配布しましたが、カタールは人口が

280 万人、面積が秋田県より若干狭いにもかかわらず、天然ガスの生産量が世界第

5 位、埋蔵量が世界 3 位、そして世界で最も豊な国といわれております。日本のカター

ルからの天然ガス輸入量は日本全体の 13％を占めており、同国の天然ガス採掘に対

しては日本の技術が大きく貢献しております。但し、蜜月関係にあった日本とカタールの

関係は、昨年末、日本側（ＪＥＲＡ）がカタールとのＬＮＧ長期契約更新（25

年、年間 550 万トン）を打切ったため急速に悪化しております。カタールは日本企業

をＬＮＧ事業権益から締め出す可能性を示唆し、その結果、今年 1～9 月までのカタ

ールからの輸入量（1-9 月）は日本全体の 4％まで落込んでおります。 
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11月 29日 第 3301回例会 

■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.本日のプログラム/メニュー 

5.食事 

6.会長の時間 

7.ゲストスピーチ 

-近況報告 (仮題)- 

8.委員会報告等 

9.幹事報告 

10.出席報告 

11.ニコニコボックス 

12.連絡事項 

13.閉会点鐘 

会長 

 

 

親睦委員会 

 

会長 

 

坊迫舞香様 

 

幹事 

出席委員会 

ボックス委員会 

 

会長  
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月間テーマ：ロータリー財団月間 

四つのテスト 
言行はこれに照らしてから 

 
１、真実かどうか 

２、みんなに公平か 
３、好意と友情を深めるか 

４、みんなの為になるかどうか 

 

■幹事報告 

・市民憲章運動第 56 回全国大会福知山大会参

加者と理事の交流会開催について(ご案内) 

〔花巻市市民憲章推進協議会 会長 三田望〕 

 

■出席報告 

32 人中 1５名 

出席率 57.6％ 前回修正 61.5％ 

 

■メーキャップ 

11/15(火)ぬくまる食堂フードドライブ 

吉田和洋君・鹿討康弘君 

2022-23 年度     

会長：藤田勝敏 

幹事：藤村弘之 

会場監督：阿部一郎 

会長ｴﾚｸﾄ：吉田和洋 

副幹事 ： 市村 律 

★★11/22 のメニュー★★ 

天ぷら定食 

■今後の予定 

12/6(火)慶祝、クラブ総会 次年度役員選出 

担当：吉田エレクト 

12/13(火)会員卓話又はゲストスピーチ(未定) 

12/20(火)クリスマス会家族会(夜例会) 

12/27(火)年末休会 

■その他 

12/22(木)ぬくまる食堂フードパントリー 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

TEL/FAX 0198-41-1133 
e-mail:hrc@hanamaki-cci.or.jp 

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

■第 3300 回 ニコニコボックス 

【藤田勝敏君】クリスマス家族会の対応について 

皆様からご意見ありがとうございました。縮小した形 

での開催で準備を進めたいと思います。 

【佐々木史昭君】私も会員になっている花まかいのブナ林に守られる

市民の会が電源開発株式会社が計画している紫波・花巻風力発電

事業について。岩手県知事宛に反対の立場から意見書を出す準備

を進めています。私も賛同していますが、みなさんにも関心をもって頂

けると幸いです。 

【阿部一郎君】東京に居る娘が、遅い夏の休暇が 1 週間取れたとの

事で、19 日に帰って来ました。今週いっぱい滞在するようですので目

一杯接待したいと思います。 

 

 

■会員卓話 鹿討康弘 

突然ですが、駐車禁止のマークはどちらが正しいでしょうか？ 

これは先日の「岩手県市議会議員研修」の講師で防災システム研究所、所長・山村武彦さんの 

講演会からのパクリですが、ちょっと面白かったので使わせてもらいます。 

答えは「右」です。由来は「NO」だからです。例外もありますが。 

 何を言いたいのかと言いますと、物事には何事にも「理由」「意味」があるということです。その意味さえ理解していれば、物事は意外にシンプルで

簡単だということになります。新人議員研修で講師役の議長から強く言われたことに「公僕」があります。「公僕として自覚を持ち、いつも周囲から

見られている存在だと振る舞いに気を付けるように」みたいなことでした。なるほど「公僕」か・・・と公僕の意味もキチンと分からず納得しました。 

一番変わったのは運転。今まではけっこうスピードを出して荒っぽい運転でした。家族は誰も私の車に同乗しません。かわいい孫でさえ、「酔うか

ら」と拒絶されます。その運転が変わりました。今までは車間距離も取らず「あおり」気味だった運転も車間距離を取るように

なり、信号待ちで停車中に横道から割り込みたい車がいると、最近は「どうぞどうぞ」と譲っています。横断歩道はもちろんで

すが、横断したくて立っている人を見つけると停車するようになりました。次に変わったのが「言動」。やはり「口は災いの元」。

余計なことは言わず、冗談を言いたいときは、「この冗談はこの人に大丈夫か」「この場で大丈夫か」少し考えてから言うよう

になりました。当然ながらフェイスブックなどの SNS もだいぶ気を使っています。「公僕なのに（文面が）偉そうだ」と、ある方

にお叱りを受けてから「ですます調」を心掛けています。 

さて、そんなこんなで何となく疑問に思ったのです。「そもそも公僕ってなんだ？」「公僕」の意味は、“広く公衆、公共に奉仕する者”のことで

す。国や自治体で働く公務員を示す言葉です。下僕などに使われる「僕（しもべ）」の文字が含まれるため、見下した言葉のイメージを持

つ人もいるかもしれません。実際には「公僕」に見下す意味はないのですが、誤解している人が多くいます。公僕は英語で公務員を意味す

る「public servant」が由来の和製漢語の可能性が高いと言われています。Public を「公共」、servant を「下僕」と和訳し、二文字の

熟語になったと考えられます。辞書を引けば「servant＝召 し使 い、使 用 人 、(神 ・ 芸 術 などの)しもべ、公 務 員 」 とあります。何を

言いたいのかというと、公共のために働く者という本来の意味を取り違えて、召使と同じ意味の僕（しもべ）を訳語に当てた「誤訳」から誤解が生

じているということを言いたかったのです。平和憲法 15 条には、「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」とあります。

憲法第 15 条の英文でも公務員は public officials「公務員」 です。 

市議会議員は地方公務員です。地方公務員には、「特別職」と「一般職」という分類があります。 これは、地方公務員法という法律で規定さ

れています。 質問の地方議会議員は「特別職」と規定されています。 特別職は、議会議員、市町村長や監査委員をはじめ、選挙や議会の議

決で選ばれる役職の人たちを指します。 それに対し、役所で働いている職員は「一般職」と規定されています。 特別職は一応は公務員という扱

いになりますが、特別職としての公務員という身分ですので「地方公務員法」は適用されません。 長々と説明しましたが、公僕は誤訳で、本来は

公務員と訳するところを「しもべ」を意味する「僕」を使ったことにより、市民のしもべと勘違いされている方も多いということです。 

執行機関の長（＝首長）と審議などを行う議会の議員とが、それぞれ住民により直接の選挙で選ばれる二元代表制となっているのが地方議

会です。この二元代表制というのが大事なことで、行政側、つまり執行機関と議会は対等とされており、行政が暴走しないように緊張関係を保ち

ながら相互に歩み寄ることで自治運営にあたります。そして市議会議員の役割は「市民の声を市政に反映させること」です。その手段のひとつが一

般質問であり、市議会議員の「見せ場」「花舞台」でもあります。じゃあ 3、6，9，12 月の年 3 度の定例議会において議長を抜いた 25 名の全

議員が質問をするのかというと違うようです。私が初めて一般質問した 9 月は 15 名で「かなり多い」と先輩議員が言っていました。令和 4 年度第

2 回（6 月）9 名、第 1 回（3 月）14 名、12 名、11 名、12 名、13 名・・・。確かに多いようです。1 年に 1 回しか登壇しない議員さんも

いたようです。私は 12 月も 4 項目の一般質問させてもらいます。さて、みなさん、お配りした資料に QR コードがありますが、こちら Facebook 上

にアップしましたが、1 通も来ない。8 月に作成しましたが、まだ何も来ていないので、是非、みなさんのご意見・ご要望を聞かせてください。LINE や 

電話なんかでは困りごと等の連絡は来るので、とにかく市民のためにな 

る市議会議員となれるようにこれからも邁進してまいります。ありがとう 

ございました。 

カタールの有力閣僚からは日本政府関係者へ「次にＬＮＧが必要になったときは知りませんよ」と言い放たれてしまいました。まさに日本の天然

ガス危機、エネルギー危機を招く大失策です。 

せめても、日本はサッカーの方で厳しい組合せとなりましたが、予選突破にむけ頑張って頂きたいと思います。以上をもちまして、会長の時間を

終わらせて頂きます。 

 


