
 

◆第 3311 回例会 2 月 21 日 会長の時間   

皆様、こんにちは。 

今日はゲストとして花巻市地域おこし協力隊の内田祐貴さんに 

お越し頂いております。内田さんには 1 月 31 日の市内 3ＲＣ 

合同例会にもゲストとしてご出席頂いております。今日は内田さん 

が現在取り組んでいる活動について、思う存分アピールして頂けれ 

ばと思います。どうぞ、宜しくお願い致します。 

先月の会長の時間で盛岡市がニューヨークタイムス誌「2023 年に行くべき 52 か所」

でロンドンに次ぎ第 2 番目に選ばれたことをお話しましたが、最近、東京勤務時代に仲

よくなった地方銀行の仲間から、岩手・盛岡を訪れたいとの連絡が数件来ております。

出来れば、花巻エリアの温泉に宿泊して頂き、翌日に盛岡を訪問するコースを進めてお

りますが、彼らの希望は盛岡を散策し、三大麺（わんこそば、冷麺、じゃじゃ麺）のどれ

かを堪能し、さっと次の地域へ旅を進めるといったスケジュールです。今回はジャズ喫茶

「開運橋のジョニー」やコーヒー店「ナガサワ―コーヒー」、書店「ブックナード（紺屋長）」

等が紹介されておりましたが、私は残念ながら訪れたことはありません。会員の皆様でご

存じの方があれば、ご紹介頂ければと思います。4 月 18 日に花巻へお越しになる平塚

RC さんも盛岡散策を検討しているようです。ちなみに、盛岡には福山雅治さんが数回

訪れたことがある、スコッチハウスという素晴らしいウイスキーバーがあります。現在も営業

しているか定かではありませんが、盛岡勤務時に下ノ橋近くのお店へ１度訪れたことが

あります。福山さんが好んでオーダーしていたお酒はＹｏｕＴｕｂｅでも紹介されてい

ますが 1 杯 10 千円の「ＢＯＷＭＯＥ」です。今日はエネルギー、金融から離れて芸

能話で攻めますが、福山さんが龍馬伝の撮影時によく通ったお店が大船渡の盛町にあ

ります。福山さんも愛したカレー南蛮うどんが大人気の「百樹屋」さんというお店ですが、

私も平成 25 年から大船渡で 2 年程勤務した際に度々利用させて頂きました。「百樹

屋」さんは福山さんのＹｏｕＴｕｂｅでも紹介されています。著名な方々（竹中直

人さん、ＧＬＡＹさん）の色紙が多数掲示されております。大船渡ついでにもうひとつ

紹介したいのが、大船渡温泉さんです。「2021 年の温泉宿・ホテル総選挙」の絶景部

門で全国第一位に選ばれた温泉旅館です。景色の他、漁師でもあるオーナーが厳選

した海の幸が最高です。震災後、オーナーと一緒に温泉建設のため各銀行団との交

渉、資金の応援を得るために震災復興のため立ち上げられた各財団へ足を運びまし

た。前職時代の最も記憶、思い出に残る仕事でした。是非、ご利用いただければと思

います。来週、２月 28 日には三田望君と佐藤良介君の祝賀会を予定しておりますの

で、どうぞ宜しくお願い致します。以上をもちまして、会長の時間を終わります。ありがとう

ございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

     

 

  

 

 

2月 28日 第 3312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.会長の時間 

6.委員会報告等 

7.幹事報告 

8.出席報告 

9.連絡事項 

10.閉会点鐘 

―第 2 部― 
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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 

★★2/21 のメニュー★

★ 

■今後の予定 

3/7(火) 慶祝 

3/14(火) クラブ協議会 次年度各委員選出 

担当：吉田エレクト 

3/21(火) 休会 春分の日 

3/28(火) クラブフォーラム  

花巻RC奨学生卒業報告 担当：奨学生委員会 

 

■その他予定 

3/11(土)、12(日) 

第 34 回ロータリーカップ花巻地区小学生親善 

バレーボール大会 

■幹事報告 

・5/21(日)松島 RC 創立 50 周年記念式典 

〔松島 RC 会長 赤間 勝〕 

・久慈 RC 創立 60 周年記念 DVD 

〔久慈 RC 会長 日當和孝〕 

■出席報告 

32 人中 13 名 

出席率 50.0% 前回修正 65.3% 

■メーキャップ 

2/8(水)花巻青雲高等学校へ御礼(ぬくまるの件) 

藤田勝敏君・鹿内康弘君 



■第 3311 回ニコニコボックス 

【藤田勝敏君】内田様、今日は例会に御参加頂きありがとうござ

いました。花巻市を盛り上げられるよう頑張って下さい。期待してお

ります。 

【藤村弘之君】本日ゲスト地域おこし協力隊内田様、ありがとうご

ざいました。これからも活躍を期待します。 

【高橋豊君】地域おこし協力隊 内田さん貴重なお話ありがとうご

ざいました。とても参考になりました。少しでも協力させて頂きたいと

思います。益々の御活躍を期待しています。 

【谷村繁君】内田祐貴さん、花巻のプロデュースいつもありがとうご

ざいます。花巻のパワースポット化、よろしくお願いいたします。 

【上田穣君】27 年バッチどうもありがとうございます。浅沼さんから

「あと 3 年頑張ってね」と励まされました。もう少し頑張ろうかなと思

いました。 

【吉田和洋君】内田さん、お話しありがとうございました。若い方々

が輝ける街になる様な活動をお願いします。 

【阿部一郎君】地域おこし協力隊 内田祐貴さん、本日はゲスト

スピーチありがとうございました。協力隊としての活動内容を知る事

ができました。今後も一層地域おこしのために活躍して頂く事を祈

念します。 

【立花徳久君】内田様、スピーチありがとうございます。私にとって

初めての話題でした。おもしろいですね。面白ければ人は集まると

思います。頑張って下さい。さて、先週山下達郎のライブに行って

来ました。70 才の山下達郎すごかったです。 

【橋川秀治君】内田祐貴さん、ようこそ花巻 RC へ。これからの花

巻を創る若者に地域として出来ることをドンドン発信して頂くことを

期待しています。すみませんが、13:30 から海外との会議があり、

早退します。 

 

 

 

■ゲストスピーカー 地域おこし協力隊 内田 祐貴様 

皆様の貴重なお時間を頂き、お話させていただけるということで、どうぞよろしくお願いします。スライドにある通りですが、若者 

と街をつなぐ仕掛け作りですとか、今ちょっと活動している内容ですとか、私も地元が花巻なものでして、皆さんにも関わり  

のある部分があるかと思いますので、ちょっと今花巻の若者はどうなっているのか、みたいなことをお話しさせて頂きます。 

               簡単な自己紹介ですが、現在地域おこし協力隊として活動しております内田祐貴と申します。地元は南城で花巻北 

高校を卒業して、岩手県立大学を出まして、その後ちょっと四年半ぐらいですね東京の方で花巻の街づくりをもう少し力を 

入れてやりたいなと思いながら、武者修行して参りまして一昨年戻ってきて協力隊として活動しております。私も中高生ぐら

いの時から花巻に住み始めて、親が転勤族だったもので小さい頃は全国転々としながら、東京に近いところに住んでいたこともあって中学生から花

巻に住み始めてみると、素敵で良い街ですが、やっぱり遊ぶ場所とかですね、皆さんももちろん分かると思いますが。当時小学生ぐらいでも全然都

会の子と一緒に映画を見に行ったりとか、カラオケとか、ボーリングとか、子供達だけで行けるところがたくさんあったのに、いざ引越ししてくると全くなか

ったりとかですね。そもそも学校で禁止されていたり、部活動が強制だったり、なかなかちょっと息苦しいものを感じながら過ごしてまいりました。 

 そういう遊びの場もそうですが、花巻北高校に進学するとですね、やっぱりすごい詰め込み教育じゃないですけれども、「勉強頑張れ！もうずっとや

ってろ！」状況で放課後とかにテスト勉強頑張りたいなーという時に、街中になかなか自習スペースとかですね、勉強する場所がないんですね。先ほ

どテーブルでも話させて頂きましたが、やっぱり高校生からすると歩きとかせいぜい冬の期間とかより移動に制限かかる中で、学校から近い場所とか、

部活とか頑張って終わると 19 時ぐらいから、ちょっと遅い時間帯で 21 時ぐらいまで 1~2 時間頑張りたいなっていう時に、公共施設ですとなかな

か使えない場所もありますし、今現状ヨーカドーのフードコートとかコンビニの端っこで地元の人に「邪魔だ」とか怒られながらですね、せっかく頑張って

いるのにそんな場所もないので、遊ぶ場所もないし、勉強を頑張る場所 

もないし、どうしたらいいんだということを私も中高生の時から思っていて、 

今現在もあまり変わってないなというところから活動を進めております。 

~中略~で、こんな取り組みをより拡大するために今年の 5 月に NPO  

を設立しようと思いまして準備中です。NPO にしてより大きく活動をやろう 

と思っているのが、まち塾構想というものです。どういうものかと言いますと、 

これは東京の文京区にあるユースセンターですが、ビル 3 階建ての児童館 

です。そして、この中にスポーツ施設から音楽施設とかカラオケもできるし 

映画も見られるし実習もできるし本もあるしみたいな、全部揃っております。 

東京はお金もあるし、場所も用意してくれたからできたのではないかみたい 

なところがあります。これを花巻で実現するにはどうしたらいいかって言うと、 

ちょっと空き家とかが増えているのと最近リノベーションまちづくりといって 

リノベーションした施設で何かやっていこうというのが増えているので、まず 

ユースセンターというか集まれる自習場所みたいなのを一つ作りまして、 

そこに私みたいなコーディネーターが入り込んで、例えばお祭りとか商店街 

でビジネスについて学ぶとか、農業をやってみるとか、図書館と連携して 

本はそっちに行ってみるとかですね、街全体で作り上げていくというのを考え 

ています。やっぱり大きいものを作るには人も必要となりますし、物とお金の 

問題も出てくるので、そういう既存施設を活用することでお金とかコスト面 

のハードルを下げようと思っています。人に関しては、育成して用意してあげ 

れば、まちづくりでこういったものが実現できるのではないかと思っております。 

そういった場所を今旧市街地に実際プレオープン中で、もう少し石鳥谷 

エリアと大迫、東和エリアに拡大して市内全域でフォローできるような形で 

進めていこうと思っています。そういった戦略も立てながら今準備しています。 

プレオープンの様子もこんな感じです。実際アンケートをとったやつもあります 

が、高校生にはかなり満足してもらっています。1 回目は先ほどお話した 

通り 39 人でしたが、二回目やったら 59 人ぐらいの参加者に増えたり、 

やっぱりずっと前からこういうのが欲しかったよとか、ユースセンターでやって 

みたいたくさんのアイデアが出てきています。やっぱりこういうユースセンター 

を含めカフェとか地元のお店を使いたい高校生とか中学生が本当は街に飛 

び出してみたいけれど、なかなか厳しいという話があったので、地元の大人 

が募金箱に募金していただくと半額分そういうお店の学割に使われますよ 

といったエールシステムっていう仕組みを作っています。ぜひ、ワンコインで 

差し支えないので、寄付いただけますと大変ありがたいなと思っております。 

宜しくお願い致します。 

 

  

 

 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

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 


