
 

 

 

 

 

 

 

 

          

             講話者の村上様 

              元当クラブ会員で今は水沢東 RC でご活躍の錦山様  

  

 

 

★ 会長の時間 浜田浩誠会長  ILC について 

           来週、再来週と私事で申し訳ありませんが、お休み致します。 

           そこで少し早いですが、２月の２週目は、ミーティング報告となっておりますのでお 

           題を ILC について話し合っていただければと思います。 

            巷では、あまりにお金がかかり過ぎで県の負担が大きすぎるので県が拒否するだと 

           か色々な情報が飛び交っていますが私の聞いたところでは、国では、財務省は、反対 

           しているそうですがそれ以外の所は、引っ張て来たいと聞いております。 

 結果は、３/7 前には分かると思いますが ILC が来なかったら？、来たら大船渡の経済はどーなるのか？等々

ILC についてなんでも結構ですので話し合って頂ければ幸いです。 

そこで、今日は簡単に ILC ってなに？？？  という事を簡単にお話しいたします。 

・国際宇宙ステーション(ISS) は米国、国際熱核融合実験炉(ITER) は欧州が中心で ILC は東アジアに置くべ 

 きというのが世界のコンセンサス。 

・アメリカ：ILC の建設費用 2000 億円の拠出を決定。 

 軍事部門では、レーザー光線の開発を含めた軍事設備の開発が目途にある。 

 科学技術部門では、放射能の半減化の実現。例として、福島の原発事故の自然界での半減化では 2 万年必要 

 とすると言われている。原子の破壊、その総枠の分子の破壊をする技術開発がリニアコライダーの加速器で 

 実現できるだろう。 

  アメリカが恐れているのは、リニアコライダー研究施設の設置場所が中国になることであり、中国に設置 

 することに反対である。その大きな理由は人材や技術の流出。よって、アジアでは日本に設置すべきである 

 と強く日本政府に申し出ている。 

・ヨーロッパ：科学技術の予算を含めた各分野の計画は 5 年単位である。科学分野ではリニアコライダーだけ 

 ではなく、多くの各分野に研究開発の予算計上をしていかなければならない。2020 年から新しい 5 か年契 

 約がスタートする。よって、今年中にリニアコライダーの方向付けをしてもらわないと来年からスタートす 

 る 5 か年計画に間に合わなくなり、ヨーロッパのリニアコライダーの参画には 5 年先の 2025 年以降になっ 

 てしまう。世界の主要な国の協力が必要なので、ヨーロッパが参加できる環境でなければ、リニアコライダ 

・・・ 例 会 記 録 ・・・ 

           １月第４週例会 ２０１９年 １月３１日（木）  

ソ ン グ ： 奉仕の理想         ボックス ３１，０００円 （報告者 山口ひとみ会員） 

お客様紹介 ： 盛青年商工会次期会長 村上茂吉様 水沢東 RC 会員増強委員長 錦山 功 様 

本日出席率 ： ５４．７２％ 前回修正後５９．２６％（ﾒ―ｸｱｯﾌﾟ 0名） (報告者 三田地大悟会員） 
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 ーの研究施設の実現性が実行できない。 

  以上、アメリカ・ヨーロッパの事情からの理由で日本政府の決断が強く求められている。 

 3 月 7 日の最終会議の前に日本政府が発表する可能性が極めて高くなってきている。２月後半には決まると 

 いう噂もあるそうです。 

 

・核融合に必要な原料である重水素（重水素（じゅうすいそ、英: heavy hydrogen）またはデューテリウム  

 (英:deuterium) とは、水素の安定同位体のうち、原子核が陽子 1 つと中性子 1 つとで構成されるものをい 

 う。）は海水中に無限にある。理論上、コップ 1 杯の海水が 300 リットルのガソリンと同じエネルギーを作 

 り出すことができる。 

  現在、水や海水、空気などで走る車もありますがコストの問題などで一般化されておりません。 

 太陽の核融合反応を地球上で起こし、融合発電の実現等様々な利用を考えての実験をしようというのが目的 

 です。 

・なぜ岩手なの？： ILC の立地条件は人工振動がなく、活断層のない硬い安定した岩盤を有すること。 

 その条件を満たすのが北上山地で、奥州市と一関市にまたがるエリアが建設候補地となっています。50 キ 

 ロメートルと広大な花崗岩で活断層もなく、安定した岩盤です。 

  また、東北の中核都市・仙台や、大船渡港などの重要港湾からのアクセスもよいことから、建設候補地と 

 なっています。 

・本当に岩手に来るの？： アメリカのシカゴ、スイスのジュネーブ、日本では北上山地と九州の脊振山地が 

 候補になっています。現時点では、日本が有力視されています。 

・それはいつなの？： 建設候補地の評価や日本政府の意思決定後、政府間協議が行われ、岩手に誘致が決定 

 すると、建設が始まり、2020 年代後半に稼働することが想定されます。 

・建設にどれくらいお金がかかるの？： 約 8300 億円になると見込まれています。もし、日本に建設される 

 ことになった場合、このうちの約半分の負担が予想されています。ただし、この金額には研究所の建物やそ 

 こに通じる道路、研究者が住む建物、その他関係施設の建設費用などは含まれていません。 

 先日の報道では 7,700 億円とありましたがあれは、岩手県の負担なのでしょうか？ 

 その辺は、私もよく理解しておりません。 

・完成までどれくらい年月がかかるの？： 後、一か月ほどで建設地が決定します。 

 その後、建設作業に 10 年ぐらいかかるため、完成は 2020 年代後半だと予想されます。 

・LC のトンネルは、どれくらいの深さの場所に掘るの？： 現在の計画では「標高 100 メートルの山腹」を 

 想定しています（「地下 100 メートル」ではありません）。なので、場所によって「地上からどれくらいの 

 深さの場所にトンネルがあるのか」が異なります。例えば、標高 500 メートルの山では地面から 400 メー 

 トル掘り進んだ場所になりますが、川などが流れている標高 150 メートルぐらいの場所であれば、地面か 

 ら 50 メートル下の位置になります。 

 奥州市や一関市の中心市街地がある北上川周辺の標高はおよそ 30 メートルから 50 メートル程度（奥州 

 市役所は標高 52.7 メートル、一関市役所は標高 30.9 メートル）ですから、ILC のトンネルはそれよりも高 

 い場所に掘られることになります。 

 

  ちょっとだけインターネットで調べてみると本当に安全なの？とか、電力不足にならないの？とか、ブラ 

 ックホール？とかハテナマークが沢山出てきます。 

 調べたことを全部ここで話すと多分２時間ぐらいかかると思いますので後は、皆さんで話し合ってみてくだ 

 さい。 

  この後、盛青年商工会次期会長村上さんのお話しもありますので、以上で ILC についての簡単な説明を 

 終わります。  ありがとうございました。 

 

 



 

◆◆◆   幹事報告  ◆◆◆ 

 

 １ RI 日本事務局より   2 月のロータリーレート 1 ㌦ 110 円との連絡あり。 

 

 ２ (株)東海新報 東海社会文化事業基金より 顕彰式の案内が届いています。 

    日  時 ２月１６日（土）午後零時３０分～     場所 キャピタルホテル 1000   

    出欠報告 ２月８日まで 

    顕彰先  陸前高田市「馬越地区女性有志」 住田町「すみた森の案内人の会」 

 

  ３ 大船渡市教育委員会より 平成 30 年度大船渡市生涯学習推進のつどい開催の案内が届いています。 

    日 時 ２月１６日（土）午後１時３０分開会   場 所 大船渡市民文化会館 大ホール 

    テーマ 伝統の継承から地域の未来を考える 

    記念講演 ： 文化が彩る地域の個性と魅力 作家 荒俣 宏氏   出欠報告 ２月８日まで 

 

                

 

 

 

 

 

    浜田浩伸会長へ              熊谷雅也会員に 2019-2020年度 

ポールハリスフェローの認証状        ロータリーの友地区委員会副代表委員の委嘱状 

 

 

◆◆◆   本日のプログラム  ◆◆◆ 

           フリーアワー ： 盛青年商工会次期会長 村上茂吉様講話 

 

★ 講話者紹介：菅野嘉洋幹事 

           本日、講話をしていただきます村上茂吉様につきまして、盛青年商工会の会員でもあ

る         私の方から、簡単ではございますがご紹介させていただきたいと思います。 

           村上さんは２５歳の頃から盛青年商工会へ入会し、会長をはじめ数々の要職を歴任し 

          てこられました。そして次年度には 2 度目の会長に就かれる予定となっております。 

          現在の御職業ですが、皆様もご存じの方は多いのではないかと思いますが、盛町にある 

          居酒屋の泰州さんをご家族で営んでいらっしゃいます。 

 実は本日のプログラムとしては当初鈴木秀樹会員の卓話を予定しておりました。しかし、先週末になって急

きょ都合が悪くなってしまったということなので、誰か講話をしていただける方を考えて欲しい旨をお話した

ところ、村上さんの名前が挙がりました。日数がない中でお引き受け下さるのは難しいんじゃないかと思って

いたなかで、快く今回の講話をお引き受けいただいた次第です。そこに盛町のガッチリとした縦社会の強さを

垣間見た気がします。私も盛の各行事に参加するようになって感じたのですが、地域の縦と横の結びつきがか

なり強い、このご時世で結構特殊な地域ではないかと思います。盛青年商工会もその地域に根差し、地域のた

めに活動しているわけでございますが、その盛青年商工会の活動等につきまして、村上さんからご講話をいた

だきたいと思います。それでは、よろしくお願いいたします。 

 

 



 

★ 盛青年商工会次期会長 村上茂吉様 

           盛青年商工会、次期会長の村上茂吉です 

           年齢は 45歳、15年前に結婚しまして、子供が 3人居ります。 

           仕事は、盛町で泰州という居酒屋を両親と妻と 4人の家族経営でやっております。 

           みなさま度々のご来店ありがとうございます。これからもご贔屓にどうぞよろし 

           くお願いします。 

 

 盛青年商工会ですが次年度で 66周年を迎えます。 

 私、10年前にも会長をしておりまして今回で 2度目となります。 

 本日は 10年前と現在の事業を比べながら年間の活動を紹介したいと思います。 

4月 春のボンボリ： 桜の開花に合わせて天神山のつづら坂をライトアップします。期間は一か月。 

                協賛金をいただいた企業や商店の名前をボンボリ 

               にプリントして飾ります。一口 1,000円です。 

               興味のある方はお声掛けください。 

            *10年前と違うところは開花時期が一週間くらい 

                早まっています。温暖化のせいですかね～、 

                今年は 1週間早く設置する予定です。 

 

7月 お天王様  :  ここでは奉納相撲大会を 14日に蔵ハウスの駐車場でやっております。 

              小学校の男子生徒、ほぼ全員が参加し。1チーム 4名で 8チーム（計 32名） 

                に分かれトーナメントで行います。 

                必死に戦う子供たちの姿に応援にも力が入り、真剣だからこその笑いや感 

                動する場面がありとても盛り上がります。 

                *10年前、場所は佐倉里公園にて、生徒数も今より多く 1チーム 5名で 9 

                 チーム（計 45名）できていました。  （少子化の影響は甚大です） 

                 同日の夜は伊勢屋社中が踊りを披露し、気仙神輿祭も行われていました。 

8月 盛町灯籠七夕まつり  ここではイベントを担当しています。 

 イベントステージを廻しながらビアガーデンを運営しています。震災後から大学生ボランティアと大船渡市 

役所の震災復興派遣職員の方々が総勢 100 名くらい協力してくれています。これがとても助かっております。        

七夕の竹飾りの設置、撤収。盛青年商工会のビアガーデンと各公民館に 10 名ずつに分かれて公民館では山車

の制作・組立・運行・解体・後片付けまでしてくれています。 

*10年前はビアガーデンや縁日、お化け屋敷などをしていました。盛のお化け屋敷はとても好評でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10月 サンマ焼きツアー（研修旅行も兼ねて） 

 大学生ボランティアや派遣職員の方々、支援いただいた団体へのお礼を兼ねて、東京（板橋）と静岡（御殿 

 場）と愛知（学泉・アイシン）へサンマを焼きに行っております。 

 サンマのほか、ホタテやワカメや地酒などを販売しながら、お世話になった方々やその地域の人たちと交流  

 し、絆を強め、大船渡を PRしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*10年前はこの時期に家族会を開いていました。 

（会員の家族へ向けて、普段迷惑をかけている罪滅ぼしですかね。）レクリエーションや食事会などをして楽し  

 く過ごします。現在は会員が少なくなったのと、未婚者が多いことから殆どやっていません。 

鈴木秀樹さんから聞いた話ですが、大船渡西ロータリークラブ様は結婚支援の活動をしていると聞きました。                 

機会がございましたら、是非、うちの会にも声をかけてください。 

 

12月 元旦祭  

 天神山のつづら坂をライトアップし、参拝客に年越しそばと福だるまの販売をして 

 新しい年を向かえます。   

 この事業は今も昔も変わりません。 

 

 その年その年でいろいろ変わりますが、例年変わらず行っている事業は以上です。 

10年前は 60名くらい居た会員が現在は 40名ほどで、その内の半数が 40代、その影響で 40歳だった卒業は 50

歳へと原因は少子高齢化の影響もあり、地元に残っている 20代が少ない。 



あと、閉める店はあるが、新たに始める店がほぼない。 

今は震災復興のボランティアに支援いただいていますが、その数も徐々に少なくなってきており、3年後にはほ

ぼ無くなるでしょう。 

ですので、これからは新入会員の勧誘により一層、力を入れなければならないと思っています。 

入会したいと思うような事業を展開し、会員一人一人のスキルアップを目指すことが必要だと考えます。 

事業計画としましては通年の事業にプラスして 

・講師をまねいての勉強会 

・会員同士そして OB会員との情報交換 

・他団体との情報交換など 

を予定しています。 

内容としては 

 これからの盛町、商店街の活性化、Uターン Iターン、について 

他には、ILC、ラグビーワールドカップ、東京オリンピックなど 

次年度のテーマは 

『魅力ある街づくり、魅力ある会づくり、魅力ある人づくり』として 

会員全員と交流し、皆が成長できる、実りある一年にしたいと思いっています。 

 

最後に季節外れではありますが、盛の灯籠七夕の雰囲気を（少し）感じていただきたく、（笛を持参しましたの

で、）お囃子をお聞きください。 

 

 


