
 

 

 

 

 

 

 

 

★会長の時間 浜田浩誠会長 

           先々週、はぐくみの像の件についてお話いたしましたが、池田さんから様々な資料を 

           頂き誠にありがとうございました。 

            また、東海新報へ問い合わせをしていたところ記事が見つかったという事で直ぐに 

           取りに行ったものがこの記事です。 

            一枚目は、1972年 昭和 47年 7月 9日（日）の記事です。 

           国鉄盛駅前広場に、大船渡西ロータリークラブ（川並健会長）と小野田セメント（武 

           本國博工場長）が、寄贈することになった。 

彫刻家・森大三氏（創形会会員）作の母子像「はぐくみ」の除幕式は 15日午後 1時から行われる。 

像は、高さ１．６メートルの白色セメントを素材に塑像(そぞう)で白い台座の上に建てられる昨日八日大船渡

西ロータリーのメンバーが像の立つ同広場中心の花壇を整備、縁石などで飾り付けを施し、あとは像を据え付

けるだけとなった。同駅は大船渡船の終着駅にふさわしい装いをこらすことになる。とあります。 

ちょっとビックリなのは、新聞記事になった時点では像は乗ってないんですね。 

そして１３日（木）の新聞が２枚です。 

国鉄盛駅前にこのほど完成した育みの像の除幕式は、１５日午後１時から行われる。 

大船渡西ロータリークラブ（川並健会長）が、都市計画による同駅広場の拡張整備工事が行われたのを機に商

業、観光、文化繁栄の象徴として建設を進めたもの。 

母親が子供の手を引き、いま一人を片腕に抱いている白い像で慈愛に満ちたポーズは、駅前広場にほのぼのと

したソフトなムードを漂わせている。 

わざわざ車を乗り入れているドライバーもあり、早くも同広場の名物となりつつある。と書いてあります。 

そして除幕式の記事が３枚目です。 

昭和４７年７月１６日（日） 

昨日、国鉄盛駅前広場に誕生した母子像「はぐくみ」の除幕式は１５日午後１時から同所で寄贈の大船渡西ロ

ータリークラブ（川並健会長）の会員、藤原大船渡市長ら関係者５０人余りが出席して行われた。 

藤原市長から川並氏に感謝状が贈られたあと、「人の心が乾き切っている現在、人々の心にほのぼのとした“な

ごみ”を与えるハズ・・・」と、同市長がこの素晴らしい贈り物への感謝と労をねぎらった。 

一面では、この母子像はその優しい面影からこれを見上げる青少年たちに“愛の鐘”に匹敵する“はぐくみ”

を与えるものと期待されている。 

愛の鐘と聞いて、んっ？と思い東海新報で聞いたところ夕方５時になっているのが確か愛の鐘との事でした。 

改めて、思ったことは、ますは当時記事が無かったのか？ 

はぐくみの像の記事が３日に渡って新聞に載っているほど大きな事業だったと思われます。 

・・・ 例 会 記 録 ・・・ 

          １２月第１週例会 ２０１８年１２月１３日（木）  

ソ ン グ ： 我らの生業        ボックス ：３３，０００円 （報告者 山口ひとみ会員） 

本日出席率 ：６７．９２％ 前回修正後７６．９２％（ﾒ―ｸｱｯﾌﾟ４名）   (報告者 三田地大悟会員） 
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 又、話はそれますが、それ以外の紙面を見ると１枚目の広告には、盛塗装、しかも局番が１桁です。 

２枚目の広告では、高田シーサイドボウル 

コピーなので記事の内容は分かりませんが、長引くストで埃だらけになったままのタクシーの写真があります

がコレのナンバーも岩 一桁、 吉田皮膚科もあります。 

３枚目には、岡野外科、バイクを少し好きな人ならこの白バイのなつかしさに目を丸くするでしょう。 

また、勤労青少年ボーリング大会なんてものもありますが記事を読んでみると３ゲーム参加料３００円とあり

ます。当時は、１ゲーム１００円でした。 

活字の嫌いな私でもこの新聞だけは、隅から読んでしまいました。 

なお、コピーはかなり拡大してあります。 

本来の新聞は、字が小さすぎて読めなかったので東海新報さんの方で拡大してくれました。感謝感謝です。 

現在は、データベース化され検索も簡単ですがデータベース化される前の新聞は、あるにはあるが探すのが大

変らしいです。日付が分かれば付近の記事を探せるそうですが、今回はたまたま日付がおおよそ分かっていた

こと、そして探すときに開いた最初の記事がピッタリこのはぐくみの像に関する記事だったこともあり直ぐに

見つけられたそうです。 

 藤原市長がイメージできなかったのでついでに調べたところ 

初代 森田子之助 1952年（昭和 27年）5月 20日 

2代 鈴木房之助 1956年（昭和 31年）5月 9日 

3代 橋爪由也 1968年（昭和 43年）5月 9日 

4代 藤原滝三郎 1971年（昭和 46年）1月 28日 

5代 鈴木八五平 1975年（昭和 50年）1月 29日 

6代 臼井勝三 1976年（昭和 51年）3月 6日 3期 

7代 白木沢桂 1986年（昭和 61年）12月 2期 

8代 甘竹勝郎 1994年（平成 6年）12月（4期） 

9代 戸田公明 2010年（平成 22年）12月 3日 現職でした。 

今日は、ちょっと長くなりましたが会長の時間を終わります。 

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◆◆   幹事報告  ◆◆◆ 

 

 １ ガバナーエレクト事務所より 

  ・ガバナーエレクト及びガバナー年度における交通費等の支払いを現金支給から振込支給へ変更しますと 

   の連絡が届いています。      開始予定 2019 年１月以降 

  ・高木会員へ 2019-2020 年度地区ポリオプラス委員長就任の依頼書が届いています。 

  ・2019 年度規定審議会への決議案の有無報告のお願いが届いています。 

 



 

               ◆◆◆   委員会報告  ◆◆◆ 

 

★ 佐藤良クラブ奉仕委員長 

来週は忘年例会で夜例会となります。ぜひ参加お願い致します。 

また、1 月 10 日は家族新年会となっております。バザー品をお早めにご提供頂きます様お願い致します。 

 

★ 山口徹 IA 小委員長 

15 日（土）東高校生と歳末助け合い募金活動を行います。サンリア・マイヤインター店それぞれに 

10 時 30 分集合でお願い致します。 

 その後、大洋学園生と三鉄に乗って実施するクリスマス会は 13 時 30 分集合となっております。 

 

  

 

◆◆◆   本日のプログラム  ◆◆◆ 

                    

                   ◆ 選 挙 ◆ 

 以前例会において次期会長エレクトに付き立候補者を募りましたが今現在申し出がありませんので、過日開

催いたしましたパスト会長会議で推薦され承諾いただきました高木久子会員を次期会長エレクトにお願いし

たいと思います。 ご異議がなければ拍手をもってご承認ください。    承認 

 

                    ◆ 上期活動報告 ◆ 

★ 佐藤良クラブ奉仕委員長 

          クラブ奉仕委員会の上期活動報告をさせて頂きます。  

           8 月 9 日  納涼例会。 まるしちザ・プレイスにてバーベキュウを計画しましたが 

                 台風の為室内にて実施となりました。 

           9 月 20 日  クラブ奉仕委員会アワー 卓話を行いました。   

           9 月２６日 親睦ゴルフコンペを北上カントリークラブにて１０名の参加がありま 

                 した。ちなみに優勝は水野賢一会員でスコアは内緒です。  

     スコアはされどおめでとう御座いました。   

 10月13日  全国ロータリークラブ野球大会が大船渡市営球場にて行われ山形高畠チームに7対０にて圧 

        勝致しました。       

 10月14日  盛岡ウィングにてクラブ奉仕、社会奉仕、職業奉仕委員会の合同セミナーに参加致しました。 

 出席率は、11 月末時点で 92.52％。昨年は 85.57％でしたので、好調な数字を継続したいと思います。 

 ニコニコ BOX は、12 月６日までで 557,890 円です。こちらも夜例会の多かった昨年が 374,000 円でした  

         ので、様々な課題もある事ですが何とか予算達成に向け走り続けたいと思います。 

 クラブ会報  こちらは昨年同様に和賀さんにおんぶに抱っこ状態です。 

         和賀さん、本当に有り難う御座います。     

                 以上が上期の活動報告です。会員皆様のご協力有り難う御座いました。 

 又、来週 20 日には忘年例会をプラザホテルにて計画しておりますので、多数の出席を宜しくお願い致しま

す。年が明け 1 月１０日には家族新年会が御座います。新沼福三会員が念入りに余興を計画しておりますので

多数のご参加をお待ちしております。       

年末年始と何かとお忙しいと思いますが、健康に気を付け良い正月を過ごして頂き笑顔で再会したいと思いま

す。今後も会員皆様のご協力とご参加、ご支援の程宜しくお願い致します。    

   



★ 新沼達央職業奉仕委員長  

          年度計画に基づき推進・・・ 

           ➣上期活動結果・・・  

            ①四つのテストの唱和･･例会時に実施 

             現状、啓蒙意識を高めるためにも有効な機会と捕らえている。 

            「四つのテスト碑」清掃実施 

            ②大船渡東高校就職模擬面接実施 9 月 11 日（火） 面接者（生徒）73 名 

 模擬面接管 12 名 メンバー企業の社員派遣にも感謝  

 参加者メンバー9 名 ご協力者 9 名 合計 18 名で実施 

 前回実施生徒数の約倍の 73 名に対して実施。大きくは菅野幹事のご協力で円滑に、双方有意義に開催継続 

 事業としていければと考えている。 

③クラブ・職業・社会奉仕委員会合同セミナー受講 2018 年 10 月 14 日 盛岡ニューウィングにて開催参加  

 基調講演 「奉仕の基本と実戦」 ＲＩ元理事 黒田様   

 尚、力不足もあり、小委員会の「企業運営雇用促進」・「職業意識高揚」についてはうまく運用出来ていない 

点、お詫び申し上げます。 

 

➣ 下期活動計画・・ 年度計画の推進  

①四つのテスト唱和・・ 例会時の継続 

後半にかけても継続事業であり、当日の出席者から指名させて頂きますので、快くご協力をお願い致します。 

②職場見学 

 1/24（木） 職場訪問例会企画 

 （案） かもめテラス様  代表者数名にデコレーション実演 

     その後、近隣別施設見学も検討中。 ＥＸ・大船渡防災観光交流センター 

                       以上 今後とも皆様のご理解とご協力をお願い致します。 

 

★ 鈴木秀樹社会奉仕委員長 

           上期活動報告致します。 

             7 月 26 日 結婚支援アワーとして大船渡結婚支援ｾﾝﾀｰ長講話 

             8 月  2 日「愛の鐘」「はぐくみの像」「四つのテスト碑」「警察署前花壇」の清 

                  掃活動 

             8 月 11 日 成仁会夏祭りへの協力 

             9 月 13 日 大船渡市と結婚支援に関する包括的連携協定書締結式 

             9 月 20 日 社会奉仕アワーとして「ﾛｰﾀﾘｰにおける社会奉仕とは、」発表 

10 月 4 日 「はぐくみの像」「四つのテスト碑」「警察署前花壇」の清掃活動 

10 月 14 日  クラブ・職業・社会奉仕委員会合同セミナーへの参加 

定期的に例会終了後「はぐくみの像」の清掃活動 

 今年から新しく結婚支援の活動がはじまり無事大船渡市との協定書の締結を済ませることができました。ま

た今回の「愛の鐘」清掃におきましても震災後初めてだったこともありかなり荒れていて仕事量がありました。

それでも皆様のおかげで見違えるようにきれいにすることができました。ありがとうございました。 

下期にむけていい活動内容だったと思っております。 

社会奉仕活動は、より多くの会員の参加が不可欠です。特に「育みの像」の清掃など班割はしてありますが、

時間の許す方は是非参加して頂きたいです。今後共皆様のご協力をお願い致します。 

 

 



★ 志田宏美国際奉仕委員長 

            地区の国際奉仕委員会で実施しておりますロータリーの翼の進捗状況を報告させ 

           て頂きます。 

           １０月８日 仙台常盤木学園にて選抜試験（英語筆記試験・英語と日本語による面接） 

             オクラホマ長期留学生１０名     ４名 

             オクラホマ、プリスベン３３名   １６名 

           １１月４日 仙台常盤木学園にて第１回オリエンテーション 

                     (本人・保護者・学校関係者・推薦クラブ） 

 プログラム１,帰国報告会（2017-2018 年度派遣学生） 

      ２,派遣プログラムの説明 

      ３.個別研修、写真撮影 

  短チームは今後、宿泊研修を含むオリエンテーション３回を経て、3 月 15 日～27 日迄オクラホマとプリ  

 スベンに派遣予定です。長期チームは、数回の合宿とオリエンテーションを経て、８月頃米国へ３名、フラ 

 ンスへ１名派遣予定です。 

  帰国報告会の中で、天気チームの生徒が「たった２週間でしたが、これからの未来に大きく影響する経験  

  でした。」と、感動的な言葉を残していました。気仙の子ども達にも是非経験させたいと強く感じています。 

 

★ 山口徹 IA小委員長  

            青少年奉仕委員会の上期の活動報告を致します。 

           ７月５日に顔合わせ・新旧引継ぎ会を夢商店街内のかもめ食堂で行いました。 

            出席者は大船渡東高校から川村校長先生、顧問の佐々木先生、和賀先生と当クラブ 

            から１４名でした。 

           ８月７日はインターアクト年次大会に参加しました。開催場所は常盤木学園高等学  

           校のシュトラウスホールでした。大船渡東高校インターアクトクラブから会長の新沼 

           さんと副会長の山村さんの２名と顧問の佐々木敦子先生、当クラブからは鈴木信夫会  

 員、三浦和士会員と私の３名で計６名での出席でした。レクリエーションやグループ討議といった場で他校 

 の生徒さんと交流する機会が多く設けられていたのが印象的でした。 

１０月２７日は大船渡東高校での文化祭見学と例会でした。出席者は２２名でした。当クラブの会員の方々か  

 らは文化祭での景品の提供にもご協力いただいておりました。当日はあいにくの雨でしたが、たくさんの方 

 が文化祭にいらっしゃっていました。食事の後に見学をしていたら体育館で太鼓を披露していたのですが、 

 迫力があってすばらしかったです。インターアクトクラブの展示も見学し、ボランティア活動をするという 

 志がとてもすばらしいと改めて思いました。 

１１月２７日は大船渡東高校多目的室にてＩＡＣ定例会でした。当クラブからの出席者は４名でした。 

 今週の土曜日は歳末助け合い募金活動とクリスマス会の予定となっております。 

 

以上で上期の活動報告とさせていただきます。 

今後ともインターアクトクラブを支援する活動をよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 １２月１５日（土） 

 

         大船渡東高校ＩＡＣ生と共に歳末助け合い募金活動 

           （於 サンリア・マイヤインター店） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

           大洋学園生を招いて三陸鉄道車内でクリスマス会 

 

 

 

 


