
 

■第 3288 回例会 8 月 30 日 会長の時間 要旨 

皆様、こんにちは。本日はメーキャップとして、 

第 2630 地区高山西 RC の下屋勝比古(しもやかつひこ)君に 

ご出席頂いております。遠路、花巻市までお越し頂き大変 

ありがとうございます。本日は会長の時間の後、7 月に入会頂いた上田直輝君より自

己紹介を兼ねた卓話をお願いしておりますので、宜しくお願い致します。また、遠藤敦

士君には 9 月 6 日にお願いしておりますので、併せてご報告させて頂きます。最初にご

連絡です。9 月 25 日のロータリーデーへの当クラブの対応です。花巻南クラブさんで

は、花巻まつりの二日目に上町メインの朝清掃をローターアクトクラブと実施するそうで

すが、当クラブは会員一同が集まっての清掃は計画しておりません。各自が 9 月25 日

までに地域や会社、あらゆる機会を通じて何らかの形で清掃活動に従事して頂ければ

と考えております。次に 10 月 23 日、北上 CC で開催予定の「10＄募金＆チャリティ

ーゴルフ大会」の案内を菅原ガバナー補佐より頂戴しております。ゴルフ終了後、風の

季さんで式典、懇親会も予定されております。多くの皆様のご参加をお願い致します。 

13：00 まで少し時間がありますので、以前にもお話した「2050 カーボンニュートラ

ルの実現に向けて」に関して説明させて下さい。 ～一部省略～ 

岩手県で今後計画されている中心は風力発電です。現在、県に提出されている計

画は①久慈市など 4 市町への大型風力発電（総事業費 1000 億円、発電量 27

万世帯、風車 72 基 ②同地区には他 3 社の計画（風車 40 基）があります。岩

手県は再生可能エネルギーにおいて非常にポテンシャルを兼備えた地域ですが、最

近、全国では運営事業とのトラブルが多く発生しております。特に外国資本による事

業進出がウェイトを占め、最近話題となっている上海電力問題等を聞いておりますと外

資による実質支配が少し気になるところであります。本日もエネルギーに関するお話しを

させて頂きました。以上をもちまして、会長の時間を終わります。 

 

 

 

■第 2630 地区高山西 RC 下屋勝比古様 講話 要旨 

突然、飛騨高山からやって参りました下屋と申します。 

第 2630 地区という東海地方、岐阜と三重のエリアからきました。 

飛騨高山は、山に囲まれており、面積が日本で一番大きい街という 

ことで四つの県に接しています。一つの市で四つの県に接しているのは全国に三つある

らしいんですけど、その中の一つです。それから森林面積が 94%なので、木と山しかな

い街で、人口密度が東京の 1/100。ですので、猿の方が多いです。ただ、広い街です

のでこちらには、日本の屋根と言われる北アルプスがずっとあってほとんどが高山市の所

属です。また、山登りができますし、ちょっと行くと世界遺産の白川郷合掌集落がありま

して、とても 1 日では回れない良い環境の街です。そこで、うちのクラブは 57 周年とい

うことで、こちらのクラブよりもちょっと後輩になるんですけど、伝統があるこちらのクラブに 
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9月 6日 第 3289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.会員卓話 

新入会員 遠藤 敦士 君  

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 

 

 

委員会 

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：基本的教育と識字率向上月間 

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 

・2022 年 9 月のロータリーレート 1 ドル=139 円 

〔国際ロータリー第 2520 地区 ガバナー事務所〕 

・『ロータリーの友』 創刊 70 周年 俳句コンテスト開催のご案内 

〔ロータリーの友 編集部 熊谷健太郎〕 

国際ロータリー第 2520 地区「米山記念奨学会 研修会」のご案内  

〔国際ロータリー第 2520 地区 ガバナー事務所〕 

・「第 20 回記念ロータリー全国囲碁大会」のご案内 

〔国際ロータリー第 2580 地区ガバナー事務所〕 

・世界ポリオデーイベント フォトコンテストのご案内 

・「PORIO-DAY」御参加のお願い 

・「ポリオデー ポータルサイト」開設のお知らせ 

〔国際ロータリー理事(2022-24 年度) 佐藤芳郎(岡山南)〕 

・花巻友好都市交流委員会情報誌「ひと花」第 30 号配布について 

〔花巻市友好都市交流委員会 会長 佐藤良介〕 

■出席報告 
31 人中 17 名 (規定免除者 7 名) 

出席率 60.7% 前回修正 71.4% 

■メーキャップ 
8/25(木)ぬくまる食堂フードパントリー 

藤田勝敏君・藤村弘之君・浅沼幸二君・阿部一

郎君・鹿討康弘君・橋川秀治君 

 

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 

★★8/30 のメニュー★★ 

中華ランチ 

■今後の予定 
- 9/13(火) 会員卓話 担当：橋川 秀治 君 

- 9/20(火) 会員卓話又はゲストスピーチ 

- 9/27(火) クラブフォーラム 基本的教育と識字 

率向上月間 谷村 繁 君 

その他 

―9/22(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 

■3288 回ニコニコボックス 

【藤田勝敏君】本日は、下屋様には遠いところ花巻までお越し

頂き、ありがとうございました。25 年位前、東京で勤務していた

時、社員旅行で飛騨高山へ訪れた事を思い出しました。小京

都に似た町並みが印象的でした。 

【阿部一郎君】高山西 RC 下屋様、本日は花巻 RC 例会にメ

ーキャップ頂きありがとうございます。花巻の雰囲気を感じていた

だければと思います。上田直輝君、卓話御苦労様です。今後

の活躍を大いに期待します。 

【高橋豊君】上田直輝君スピーチありがとうございました。親子 3

代のロータリアンとしてがんばって下さい。土曜日は 3 年ぶりの花

火大会が小雨の中で開催され楽しませて頂きました。関係者の

皆様のご努力に敬意を表したいと思います。25 日商工会議所

臨時総会に於いて会頭に選任されました。よろしくお願い致しま

す。 

【藤村弘之君】花巻の花火大会良かったですね。見てません

が。ところで、先日 TＶひとめでわかるで東和町佐々長さんに

KAT-TUN の亀梨君が来てめんつゆ紹介。その後市場では売り

切れでした。前にはホロホロ鳥と東高で手形、イギリス海岸とま

わったみたいです。 

【上田穣君】本日は午前 9 時 30 分から遺産分割の調停があ

り、午後 1 時 30 分からも離婚の調停があります。せっかくの上

田直輝君の卓話ですが、途中で退席となります。来週のブレッ

ティンで内容をじっくり読みたいと思います。 

【高山西 R.C.下屋勝比古様】岐阜県高山市から来ました。高

山西ロータリークラブ会長エレクトの下屋と申します。9 月 10 日

まで田瀬湖でボート日本代表合宿のサポートに来ています。来

週と 2 回お邪魔します。よろしくお願いします。 

 

 

来させていただいて非常に緊張しております。私の自己紹介です

けども、仕事は鍼灸接骨で治療院をやっております、それ以外に

アスレチックトレーナー、スポーツ選手のケアをする仕事をしてお

り、今回は日本ボート協会のボート選手の代表合宿ということで

こちらに来ました。そして、こちらにおられる谷村さんには大変お

世話になってます。本当に色々差し入れを頂いたりして、選手

達から「ちょっとなくなってきたんで一言言って欲しい」と、「そんなこ

と言えるか！」って言ってきました。また、先ほどこちらでも喋りまし

たけど、ハンドボールのチームが地元にありまして、そのチームのサ

ポートもしています。娘もハンドボールをやっていた関係で花巻に

は何度もハンドボールの大会等でお世話になっています。それか

ら、スキーのアルペン競技にも関わっておりまして、毎年必ず安比

や雫石とかいろんな所に来させて頂いております。なかなか花巻

を皆さん知らない方も多いみたいですけど、僕はしょっちゅう来て

おりまして、ボートに絡んで花巻に初めて来たのが 2006 年ぐら

いですけど、それからも大体 2 年に 3 回くらいは訪問しておりま

した。今回、たまたまちょっと長く滞在するので花巻 RC にメイクア

ップさせて頂きました。今度、また時々来るかもしれません。うちの

クラブのピークは過去 55 名の会員がいましたけど、50 周年を

境に会員の入れ替わりがありまして、今 32、3 人というところで

す。どのクラブもそうでしょうけど、大変運営が苦しく、会員の退会

とか新入会員の獲得とか、課題が多いなかで会長エレクトという

ことで緊張して今過ごしているところです。あと、当クラブの自慢と

して「皆勤賞」というのがあります。小学校・中学校の義務教育

9 年間を 1 日も学校を遅刻・欠席無しで卒業した生徒さんを

表彰しようということで、年間に 30 人ぐらい表彰しております。そ

のような所から来ました私ですが、来週もちょっとメイクアップさせ

て頂くかと思います。またお邪魔させていただきます。よろしくお願

い致します。  

 

★慶祝★ 

会員誕生日 上田穣君(4 日)、立花徳久君(5 日)、小山田泰彦君(11 日) 

結婚記念日 伊藤誠一郎君/由美子さん(10 日)、藤原喜子君/和久さん(16 日)、 

           松田健君/龍子さん(26 日) 

在籍表明   小山田泰彦君(8 年) 

■会員卓話 新入会員：上田直輝君 要旨 
7 月に入会させていただきました上田直輝と申します。 

何をお話しさせていただこうと思っておりましたが、会長の方から 
何を喋ってもいいよということですので自己紹介と趣味の話を 
させていただければなと思います。私は 1980 年 12 月 26 日 
生まれの 41 歳でございます。家族は、子供が 3 人おりまして高校生の娘と
中学生の息子、小学６年生の息子です。また、仕事は土地家屋調査士を
しておりまして、平成 23 年に合格できましたが一日 10 時間くらい勉強して
3 年かけてようやく取れたもので、合格率は当時 5%くらいでした。今日お話
しする内容は合格率ほぼ 100%の資格である BBQ マスターという資格とも
う一つはキャンプインストラクターというその二つの資格を私は持っていますの
で、そこの話を少しさせていただければなと思っております。 
まず、BBQ についてなんですけどもこの資格を取ろうかなと思ったきっかけが、

たまたま BBQ の全国の検定試験が岩手県の遠野で開催するという話を聞
いて、どういうものなのかなと気になっていうのがきっかけでございました。その試
験内容というのが、1 日かかるんですけども、午前中は講義、午後は実地試
験、最後にペーパーテストという内容でした。私の BBQ というイメージはみん
なで楽しんでお酒を飲むというものだったので、参加した講義を受けた時にちょ
っと衝撃を受けた話をさせていただきたいと思います。アメリカではステーキ専門
店と同じくらい BBQ の専門店がありまして、アメリカでは BBQ は一番のおも
てなしの料理なそうで、アンガス牛などの脂身の少ない安いお肉をスパイスを
使用し、いろいろと加工をして家庭の味をご近所や仲の良い友達を自宅に
招待して振る舞うそうです。日本の場合は、どちらかと言うと美味しいお肉を
食べるという形ですので、焼肉に近い流れだと思います。ですので、アメリカと
日本では BBQ の認識が大分違うのだな、と。 
次に、キャンプインストラクターの話をさせていただきたいと思います。キャンプ

インストラクターを取ったきっかけは、町内会の活動とかで、夏休み行事が安
全第一のリスクのないような行事がすごく増えてきているような気がしていまし
た。せっかく花巻にいて素敵な自然があるのに、それを体験できない子供たち
がかわいそうだなとすごい思い、それを実現するためにはまず資格が必要なの
かなと。自分が資格を持っていれば「キャンプに行こうよ」という話もできて、親
たちのことを説得することもできるかなと思ったのが取得するきっかけです。実
際、受講してみると四泊五日の平日だったので調査士の仕事をしながら 4
日も空けるのはなかなか厳しいなかでも、親父から許しを得たので合宿に行っ
てきました。ほとんどが講義メインでした。内容としては、安全管理やキャンプと
いうのは山だけじゃないので海で溺れそうになった時にどういう風な救助ができ
るのかとか、そのような内容でした。それで、実は今年ようやく地区の会長にな
れたので、夏に子供達を全員キャンプに連れて行こうと思って気合いを入れて
おりましたが、結局コロナに負けてしまって集めることができなくて断念したんで
すけども(笑)。キャンプについてはこれからも挑戦していきながら、子供たちに
素晴らしさを伝えていければと考えております。 
結びになりますけれども、私は花巻ロータリーに入る前から皆様には大変お

世話になっていました。これからロータリーの皆様と平塚のことや、様々な面で
恩を返していきながら、活躍できたらなと思っております。精一杯頑張っていき
たいと思っていますので、皆様どうぞよろしくお願い致します。 
 

 

 


