
 

■第 3307回例会 1月 24日 会長の時間   

皆様、こんにちは。本日は会長の時間の後に佐々木史昭君から、 

「世界から日本を俯瞰する」と題して卓話をお願いしております。 

楽しみにしておりますので、どうぞ宜しくお願い致します。 

そして、いよいよ市内 3RC合同新年会が来週の火曜日(1/31) 

に迫ってまいりました。花巻南 RC菊池会長、花巻北 RC佐藤会長からアドバイスを受

け、作成した現時点での次第です。役割分担を担っている皆様方は特にもご協力を宜

しくお願い致します。なお、当クラブの参加は菊の会 3 名を含め 21 名、3ＲＣ全体で

は来賓、ゲストを含め 61名となります。 

旅するピアノとぬくまるフードパントリーについて、少しお話させて頂きます。両活動とも

今年度で終了すべきとの意見は寄せられておりません。 

皆様から頂いたご意見を 2月の理事会でご説明したいと思いますが、今日は概要の

みお話させて頂きます。 

・旅するピアノは継続するにあたって運送費(調律費用)の費用負担がネックとなっており

ましたが、設置施設側で負担が可能とのことで予算的な問題は解決されております。 

・ぬくまるフードパントリーは活動を継続するにあたり、何点か意見を伺っております。 私

はぬくまる関連はウノーインダストリー様のご協力なしで継続できない活動なので、ウノー

インダストリー様の意見を尊重すべきと考えておりますが、お聞きした意見の詳細につい

ては 2 月の理事会でご説明したいと思います。次年度の活動計画を策定するにあた

り、来月より吉田エレクトのもと具体的な話し合いを展開して頂ければ幸いです。 

次に 3 月 11 日、12 日に予定されている第 34 回花巻地区小学校親善バレーボ

ール大会についてです。花巻小学校バレーボール連盟の浅野理事長様へ 2/7 もしくは

2/14 の例会にお越し頂き、大会開催にあたり卓話をできないか依頼しております。皆

様のご協力を宜しくお願い致します。 

話題は変わりまして、2023年がスタートして 1カ月が経過しましたが、今後、現在の

生活に大きな影響をもたらすだろうと予想される対応が控えております。例えば①新型

コロナウィルスの分類見直し（5 月 GW 予定）②日銀総裁交代に伴う金融政策の

変更、10 年にわたる異次元緩和正常化へ③2023 年賃上げ(春闘)等があげられま

す。個人的にはコロナ禍でスタートしたゼロゼロ融資（実質無利子、無担保融資）の

利払い開始も気になるところです。どうしても金融、エネルギー関連に関する内容が中

心となりますが、いずれにせよ、日本がこれ以上、地盤沈下しないことを祈るだけです。

以上をもちまして、会長の時間を終わります。それでは、佐々木史昭君、会員卓話を

宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

     

 

  

 

1 月 31日 第 3308回 例会 

～花巻市内 3RC合同例会・新年会～ 

■本日のプログラム        例会進行：会場監督 

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.来賓・ゲスト紹介 

6.主催者会長の時間 

7.幹事報告(省略) 

8.出席報告 

 

 

9.閉会点鐘 

花巻 RC 藤田 勝敏 君 

 

花巻 RC上田 直輝 君 

花巻 RC 藤村 弘之 君 

花巻 RC 市村 律 君 

花巻 RC藤田 勝敏 君 

 

花巻 RC松田 健 君 

花巻南 RC金澤俊司 君 

花巻北 RC平野正一郎君 

花巻 RC藤田 勝敏 君 
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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 

 

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 

★★1/24のメニュー★★ 

焼き物 

刺身 

天ぷら 

茶碗蒸し 

■今後の予定 

2/7(火) 慶祝者スピーチ 

2/14(火) 会員卓話又はゲストスピーチ(未定) 

■幹事報告 

・2/23(木)第 8回おもてなし遍路道ｳｫｰｸのご案内 

・坂で・坂出東ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ共同のﾗｼﾞｵ番組が開始 

〔ガバナー事務所〕 

・花巻青年会議所 2023年度賀詞交換会の御礼 

〔花巻青年会議所 第 67代理事長 佐藤貴哉〕 

・花巻暴力団追放広報紙「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〕 

・2022-2023 年度青少年交換(短期)プログラム

派遣・受入スケジュールのご連絡 

〔ガバナー 天沼久純〕 

■出席報告 

32人中 14名 

出席率 53.8% 前回修正 65.3% 

■メーキャップ 

1/14(土)・15日(日) 

青少年交換(長期・短期)第 2回ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 

佐々木史昭君 



第 33回 ぬくまるフードパントリー実施報告(簡易版)  
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花巻市花城町 10-27 
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TEL/FAX 0198-41-1133 
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■会員卓話 佐々木史昭君 要旨 

是非、皆さんいろいろご意見賜れば幸いでござい 

ます。では始めさせていただきます。まずですね、近 

代世界史を振り返ってみますと 19世紀半ばまで 

はですね、欧米が世界を植民地支配する世紀が 

続いております。大英帝国がですねアメリカに移住

して、カナダに移住して、オーストラリアに行って、ニュージーランドに行っ

て、インドもエジプトも大英帝国として支配をしております。従ってです

ね、フランスはアフリカ諸国を植民地支配をしております。オランダはイン

ドネシアや台湾、スリランカを支配しておりますし、スペインはメキシコ中

南米を支配しておりますし、ポルトガルはブラジルを、ということで本当に

ですね、欧米の方々は有色人種を自分たちと同じ人間だとは思ってな

い、搾取の対象としてですね、現地のものを輸入したりして、欧米だけが

豊かな生活をずっと享受していた。その中で、日本だけが対象でないは

ずがないということですよね。そのベースはですね、やっぱりユダヤ人にある 

という風に言われております。ユダヤ人はやっぱり私、 

何人かお付き合いしたことあるんですけど、やっぱ 

ちょっと独特な所があるなという感じは正直受けて 

おります。それはやっぱりヨーロッパで長年自国をもたずに各国で差別的

待遇を受けてきたようです。そういった方々は世界に離散したままユダヤ

ネットワークを作ってですね、その方々は「ディアスポラ」と呼ばれてたそう

でございます。けれども特にあのロスチャイルドと言われる方とかが、18

世紀ぐらいにですね、だんだんビジネスで頭角を現し始めてきて、特に金

融業で国・国家元首に対して金貸しをして、戦争の結果でよく言われ

るのが英仏戦争とかでもどっちもロスチャイルドがお金を貸していて、それ

で戦争のたびにとんでもない金額を手にするようになって、日露戦争で

も最終的に日本は戦費を調達することができて、なんとかロシアに勝った

っていう時には、ニューヨークでロスチャイルド系の方々のお世話になった

という風に言われております。(中略) そして、再生可能エネルギーを推

奨するとか、新型コロナウイルスのワクチンの接種とかワクチンパスポート

を強要するとかっていうこともですね、そうしなければいけないということを

強制をさせるひとつの論だなと思っておりまして、まあ例えばトランプ大統

領が勝つとですねグローバーリズムを推奨するような政策がアメリカでは

取られなくなるので、実際取られなくなってましたしね。ロシア・ウクライナ

戦争みたいな戦争も起きなかったんですけども、まあ大統領が変わると

こういうことになるということで、何が言いたいかと言うとですね、まあアジア

人同士戦わずやっぱ日本の国益をちゃんとこう大事に考える人を選ん

で行かないと、とんでもない総理大臣を一人出したりするとですね、もう

戦争すれば戦争するほど儲かる人たちがアメリカにいたりするし、中国に

もやっぱり自分の覇権を広めたいって思う強権的な方々がいらっしゃっ

て、核を持ってたりするので本当にとんでもない時代に入ったなという風

に思っているところです。まぁ、どこが俯瞰なのだという話になりましたけど

も、、まぁ私が今こういうこと思っていて、私もさすがにですねあの今日は

本当に皆さんに対して好きなことしゃべると言う話にさせていただきました

けれども、さすがに生徒に対してもう少し区別をつけて話をしています。

御意見等ございましたら、是非。以上です。 

 

 

■第 3307回 ニコニコボックス 

【藤田勝敏君】史昭さん、本日は卓話ありがとうございました。勉強に

なりました。市内 3RC 合同新年会がいよいよ来週となりました。皆様

のご協力をよろしくお願い致します。 

【藤村弘之君】本来の雪と寒さになったかなと思います。これからの天

気が心配ではありますが、歩行・運転には気を付けましょう。 

【吉田和洋君】私の docomo iPhone6S(128GB)のバッテリーが不

安定になり、100%からいきなり 1%へ。動作も不安定。早々に修理

屋へ持って行き、新品バッテリーに交換 100%！！持ちもバッチリ！

動きも安定。まだまだ使えます。 

【阿部一郎君】今朝は 5 時より久しぶりの除雪でした。明日は、筋肉

痛まちがいなしです。今週は毎日の雪かきになりそうな予感。今からう

んざりとしています。皆様も、けがなどしない様に雪かきに励んで下さ

い。 

【高橋豊君】先週は京都でクボタの全国の会議がありました。コロナで

すので、例年より少し規模を縮小して開催されました。社員を 10 名

以上連れて行き、伏見稲荷大社と清水寺を参拝しました。多くの外

国人でにぎわっていました。伊丹空港で藤原さんにバッタリ。笑顔開

運。 

【佐々木史昭君】本日は会員卓話の時間を頂いて、私の日本という

国にまつわる個人的見解を述べさせていただき、ありがとうございまし

た。皆様から御意見を絶賛受付たいと思いますので、どうぞよろしくお

願い申し上げます。 

【立花徳久君】本日の卓話大変感銘を受けました。日本は自分の国

の歴史に自信を持って生きて行くべきだと思います。 

【橋川秀治君】世界を動かしている一部の人々のロクでもない非人道

的な歴史と誠の道を歩むことを重んじる日本。本当の平和と豊かさ

は、和の心が世界に広まることによって成し遂げられると感じます。是

非、またお話を聞かせてください。 

【藤原喜子君】先週お休みさせていただいた分、本日の会長の時間と

ても勉強になりました。また、史昭さんのお話の中で染色体のつながり

のお話がとても興味深く、国民全てが天皇陛下の親族だから天皇陛

下を見ると、涙が出るの妙に納得いたしました！！また、第 2 弾もぜ

ひお願いします。 

 

 

 

■申込世帯数：59世帯 

(代理引取：2世帯、キャンセル 1世帯) 

■参加者：会員 9名・菊の会 5名 

■お手伝い様：社協様 3名 

■ボランティア様：3名 島様、阿部様、田村様 

■ご寄付・ご協力者様(順不同) 

生協様・中央水産花巻様・やまそう様・JA いわて花巻様・むすびえ

様・インクルいわて様・ファミマ鍋倉店様・コープ花巻あうる様・㈱焼肉

冷麺・ヤマト様・こどもの居場所ネットワーク様・マーマフーズ様・岩手

雪運㈱様・㈱エヌワイエス様・モランボン㈱様・㈱美多加堂様・いわて

グルージャ盛岡様・花北青雲高校 生活研究同好会様 

 

 

 

 


