
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          「主題」 

国   際   会   長     Moon  Sang Bong （韓国） 

アジア地域会長     田中 博之 (日本） 

東 日 本 区 理 事   宮内 友弥 （武蔵野多摩） 

北  東  部  長    涌澤 博  （仙台青葉城） 

もりおか クラブ会長    三田 庸平  
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会   長          三 田   庸 平 

副 会 長          長 岡   正 彦 

書    記          濱 塚   有 史 

会    計          大 関   靖 二 

担当主事     浅 沼  慧（しどう） 

     中 村    渉（チャン） 

 

 

         三 田 新 会 長 巻 頭 挨 拶 

今回井上さんから引き継ぎまして、

会長という大役を担わせて頂きます。

もりおかクラブの主題として「繋がりを

大事に 見据える世界の扉」を掲げて、

この 1 年間頑張りたいと思っておりま

す。①YMCA との繋がり・②Meｍ

ber(会員)増強・③Company（仲間）の

繋がり・④Asia（アジア）太平洋地域大

会への協力 を重点におきました.。 

     三田新会長      僕自身子供の頃にも活動に参加し、学

生時代もリーダーとして参加してきたＹＭＣＡ。様々な思い出が

たくさんあり、思い返すと楽しくて生き生きしていた気がします。Ｙ

ＭＣＡとの出会いで大きく成長させて頂きました。これからは、Ｙ

ＭＣＡに恩返しのつもりでサポート出来たら思っています。そして、

多くの仲間を増やしてもりおかクラブが今以上に盛り上がり活性

化していき、現メンバーとのコミュニケーションや繋がりも大事に

していきたいと思います。そして仙台で行われるアジア太平洋地

域大会に向けて盛岡からも力を貸して盛り上げて行きたいと思

っております。 長々と活動方針を書かせて頂きましたが、僕自 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「私達は変えられる」 

「アクション」 

「為せば、成る」 

「チャンス到来、我ら北東部から世界へ」 

「繋がりを大事に、見据える世界の扉」 

副題 「ワイズの明るい未来を見つけましょう！」 

 

 

 

 

         ８月定例会のご案内 

日時  平成３０年８月１０日 （第２金曜日） １８時３０分 

場所   三寿司  ４、０００円  

納涼例会です。  

第二例会  ８月１７日（第３金曜日）  18時３０分 

場所     天神町薬局控室 

 

 

身ワイズメンバーになりまだまだ力不足で、右左分からないので

すが、盛岡の最高のメンバーに支えてもらいながら一生懸命活

動をしていきたいと思います。もりおかサイコーといって貰えるよ

うに頑張ります。温かく見守ってください（笑） 

 

７月定例会の報告 

 平成３０年７月１４日（土） ジャーランにて開催 三田、井上、

井上優子、大関、長岡、古澤、根内、村上、中原陽子、濱塚、浅

沼（敬称略）。 ゲスト、早坂知美さん（チョビ）、斎藤七彩さん（ト

ラック）以上盛岡ＹＭＣＡボランティアリーダー。以上１３名の参加

で開催されました。  

 ２０１８～２０１９年度キック

オフ例会です。三田新会長の

元、記念すべき第一回目の例

会です。もりおかクラブも世代

交代の時期が来たのでしょう

か、感慨深いものがあります。

そして今晩、しばらくお休みし

ていていた古澤メンが登場、全 

新旧会長の引き継ぎ、おっ正に新旧    員の拍手で迎えました。とても



新鮮な気分の例会のスタートです。会長引き継ぎが行われ、最

古参の井上直前会長から、新進気鋭の三田新会長へバッチの

引き次が行われ三田体制が正式に船出しました。三田会長から

主題 「繋がりを大事に、見据える世界の扉」 副題 「ワイズの

明るい未来を見つけましょう！」が発表されました。 

いい主題ですね、特に副題

はもりおかクラブにとっての

大切な戒めを説いているよ

うな気がします。順調に世代

交代を続けて長く成長して 

キックオフに乾杯～！         行かなければなりません、三

田会長がそこまで考えて決めたとは思いませんが、心に響きま

す。素敵な副題をありがとうございます。 

大関会計から、現状の厳しい財政状況の説明と今年度の予

算が示されました。石鹸やりんごのファンドは続けてきましたが 

 

出席メンバーの近況報告 

井上直前会長： 天から授かった仕事を一生懸命行うしかあり

ません。人の倍働けば、倍儲かるんだという考えで今も仕事をし

ております。体を大事に、事故に遭わないように、遊ぶために仕

事をがんばります。二年間ありがとうございました。 

 早坂知美さん（チョビ）： 岩手リハビリテーション学院医学療法

学科１年です。４月から環境が代わり教師から厳しく指導を受け

ております。立場が変わり、リーダーのときに相手の気持ちがよ

く分かるようになったと思います。８月の通所リハビリテーション

施設で実習に入ります。日々勉強の毎日です。 

 村上ウィメン：  先日の我が家で行った家庭集会にクラブの

方々が沢山参加頂いてとても楽しい集会でした。今のチョビさん

のお話で、上から目線の方には「猫をかぶる」のがいいです。猫

をかぶるのが得意なのは、内丸教会副牧師の中原陽子さんで

す。（一同大笑い） 

 長岡メン： 我が家の栗の木が全滅したのが一昨年でした。２

年の復活への時期を過ぎて、今年はイガが多くついております。

今年は栗が食べられるかもしれません。お楽しみに。 

 浅沼担当主事： 先月末、妻の弟の結婚式があり、私の長男と

次男が弟の手を握って入場したところをビデオに取っていまして、

これを見ながらお酒を飲んでおります。いや～かわいい。 

 井上優子メネット： 及川先生（メン）の「小さき群れの里」の新

聞記事をコピーして持ってきました。個人的にはとくに何もありま

せんが、元気に過ごしております。 

 大関メン： 井上さんのお話を聞いていると見につまされる感じ

がします。退職後今が一番いい生活をしております。ゴルフ、ボ

ーリング、カラオケ、お酒。真夏のゴルフを楽しみにしておりま

す。 

 斎藤七彩さん（トラック）： 岩手大学教育学部３年のトラックで

す。８月の宮古キャンプのメインリーダーになり張り切っておりま

す。最近、リーダートレーニングに出席しました。仲間に悩みや

相談事をお話をして、夢にまで見ます。仲間と話すって大事です

よね。 

 中原陽子メネット： はい、いっぱい猫をかぶっています。 

財政を潤せるほどではなく、なんとなく続けて来た感があります。

昨年から始めた焼きそばの販売も、回数が少なくとても財政に

貢献できているとは思えません、大関会計の尽力により「よ市」

の出店の期待が持てましたが、決定したわけではありません。

販売の機会が増えれば、財政貢献できるはずですので何とか機

会を捉えて、販売回数を増やしたいものです。会員の個人献金

に頼らず、潤沢な財政を築くのが目標です。新会長の元で、もり

おかクラブ、さぁ～いこうぜ～。お～！ 

 

 

 

 

 

 

集合写真、大男と小女。入り乱れ百花繚乱 

 

８月に入って、高校生が教会でお泊まり会を行いたいと言ってお

ります。チョビさんたちにお世話になって今年は一週間も泊まり

たいなどと言っております。 教会主催の家庭集会を今度は魚

住宅で企画しております。ふるってご参加ください。 

 濱塚メン： みなさんも感じていると思いますが、濱塚は人間的

に器が小さいのか、でもそれでもいいのではないか。器が小さ

いので神様の恵みが溢れてきます。大きいとなかなか溢れませ

ん。多感な自分でいいのではないかと最近感じております。（例

えが漠然としていて、よくわかりませんよ濱塚さん。） 

 根内メン： 今日は幼稚園のお泊まり会明けで眠いのですが、

私は、教会と幼稚園と大学の講師もしています。気に食わない

事があるとつい怒鳴ってしまうこともありますが、切れっぱなしで

はいけないと思います。これはある意味演出ですので、後始末

に没頭します。 

 古澤メン： １０ヶ月のご無沙汰でした。本日復活しました。井上

さんは仕事をしている、大関さんは遊んでいる、これは理不尽で

す。いかに現役時代アコギな稼ぎをしていたか解ります。行政書

士を軸として、いろんな事をしております、終活ではお年寄りが

安心して逝けるような活動もしております。私はまだまだ若いの

でお年寄りに貢献してまいります。 

 三田会長： 勤務している天神町薬局の営業時間が短縮にな

りました。できた時間でなにをしようか戸惑っております。お盆に

は２連休があります。会長になって皆様にレジメでお伝えしまし

たが、何かあったらお話していただきたいです。よろしくお願い

いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

      にこにこ贈呈、盛岡 YMCAへリーダー研修費用です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お 邪 魔 し ま す。 

                                        井上 修三 

 会長は先月で終了いたしましたが、お知らせをしたく勝手に投

稿いたします。 盛岡ＹＭＣＡで「すばる」活動を立上げ７月２１日

で４回を数えました。今回は「おしゃべりクッキング」と銘打って

「うどんをつくろう」 参加者５名にスタッフ、大学生が６名と贅沢

な会。「アイスブレーキング」（横文字に縁のない私ですが、うち

とけるための行動らしい。）で、脳の働きを活発にし、準備ができ

たところで、うどん作りにかかる。 年齢を重ねていてもパートナ

ーもうどんは打った事などないという。どういうことになるのか？ 

わいわい上手な指導で（勿論私も包丁を握りました。） 

揚げたて天ぷらと共にうどんを賞味。（我が班はうどん、ひっつ

み半々状態） この会、参加費は 1,500円／人。初回参加の折に

高齢者（６０才以上）対象なのに高すぎるとスタッフに抗議した私

でしたが、考えを改めました。パートナーは毎回参加をして、２時

間のためにその何倍も準備時間をかけていることが実感できる

と感想をもらしていましたが、まさにその通り。ゼロからはじめ、

形を作り上げていく盛岡Yの精神の典型を見た思いです。 盛岡

ＹＭＣＡホームページに「すばるの会」関連記事も掲載されてい

ます。一度参加をしたら、きっとまた参加したくなること請合いま

す。次回に向け振り返りをし、悪戦苦闘している彼らの姿が浮か 

 

東日本大震災アーカイブス２０１２年６月掲載 

きっぴんの浜（吉浜海岸） 

 前々回の越喜来（おっきらい）から、北に一つ峠を越えると吉

浜湾です。吉浜の堤防も津波で壊滅されてしまいましたが、３．

１１の大震災の中にあって、人的被害なし、流失家屋２軒という

被害が最も少なかった地域です。 吉浜は過去の津波の経験か  

   ら「これより下に家を建て

るな。」という教えと、「地

震の後は高台  

                        に避難せよ。」という先人

の言葉を守ってきたので 

現在の吉浜海水浴場           す。 漁協の建物、施設は 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

びます。「若いっていいなあ…」  

                       （全く同感です～） 

盛岡 YMCA シルバークラス 

60歳以上の方が対象のクラス。元気な大学生たちとおしゃべ

りを交わしながらハイキングへ行きましょう！そしてゆっくりと

食事会も。大学生のはつらつとした若さと自然の美しさで気分

爽快。皆さんの経験豊富なお話をぜひ大学生たちにお聞かせ

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  この写真は、もしかしてそば打ち体験？今回のうどん打ちではないけど 

 

完全に水没して使い物にはなりませんでしたが、震災後一番早

く船が漁にでた事が話題になりました。大船渡市と釜石市との中

間で、のどかな風景が続く綺麗なリアスの海です。先人の教えを

受け継ぐ気質は、吉浜湾の名物「きっぴんアワビ」に象徴されま

す。 

日本料理はもとより中華の世界でも高級食材の一つとして挙

げられる「アワビ」。昔から、供物として、あるいはおめでたい席

で食卓を彩ってきました。岩手県は生産量、品質においても、名

実共に日本一のアワビ産出県なのです。「貝類の王者」、「海の

小判」とも称されるアワビは焼いて良し、煮て良し、もちろん生で

食しても絶品です。また食材以外にもおめでたいことの象徴とし

て伊勢神宮のお祭りに供えられ、海の豊穣のシンボルになって

もりおかクラブの状況報告 
   

   
     

7月の出席率 10/14 71 % ゲスト 2名 
 

ビジター1名 メネット 2名 
    

メーキャップ 1 名 
   

7月切手        10 ｇ 累計   298 ｇ 

7月のにこにこ 31,000 円 累計 40,500 円 7月プルタブ         0 ｇ 累計 22,350 ｇ 

7月   石鹸    1,610 円 累計      1,610 円 りんご 0 円 累計    円 

7月    献金     円 
 

          
 

ファンド合計     34,410 円 
 

   
 

会費の納入をお願いいたします。岩手銀行 松園支店（店番号 ０８２）普通口座 ２１４５６７４ 

もりおかワイズメンズクラブ   会計 大関  靖二 

 

７月のハッピーバースディ   7/18 井上 優子メネット 誕生日おめでとうございます。           

 

 



います。 

世界的にも有数の大漁場である三陸、その中でも高波で知ら

れる吉浜。その吉浜で作られる乾鮑を『吉浜乾鮑』（キッピンアワ

ビ）と呼び、その歴史は江戸時代までもさかのぼります。当時か

ら乾鮑は中国人にとても親しまれ、中国で食される乾鮑の約 8

割は三陸産でした。 

 江戸時代から受け継いだ製法を吉浜独自といえる手間暇を

惜しまぬ技法で磨き上げた「吉浜式製法」それによって生み出さ

れる吉浜乾鮑は今でも中華料理の世界で品質ナンバー１の評

価を不動のものとしています。「キッピン」とは吉浜の音読み（中

国読み）から呼ばれた名称です。 

吉浜は、震災の被害が少ないという面で、ほとんど話題にな 

 

  岩山大展望台がリニューアルしました。 

昨年から数回に分けて

改修工事を行ってきた展

望台、今月工事が終わり

一般開放になりました。老

朽化が進み手すりも錆び

ておりましたが、真っ白な

手すりの柵にかわりまし

た。恋人たちが愛の証に南京錠を多数かけていましたが、一旦

すべて撤去され、今回はここに掛けてくださいと金網が設置され

ました。子供の頃、鹿島精一の銅像の踊り場で、カブトムシやク

ワガタムシを戦わせて遊んだ記憶があります。暑い夏、高台の

展望台の中間は涼しかった事をよく覚えております。 

 鹿島建設は盛岡市川目の岩山展望台（鹿島精一記念展望台） 

の改修工事を完了しました。盛岡市出身で鹿島建設初代社長の 

 

富士宮焼きそばファンド、初の大型営業が決定！ 

 ８月１、２，３，４日の４日間、盛岡さんさ踊りの夏祭りに合わせ

て内丸教会にて焼きそば販売を行う事が決定しました。今年、ぽ

んぽこ市で２度営業してきましたが、初の４日連続の営業です。

内丸教会はさんさ踊りの中央付近に位置しており、路地に少し

入ります。お祭り見物で疲れた体を癒やしたり、お腹を満たす場

所として最高の立地条件だと思っております。それより期待でき

るのが人の多さです、詰めかける人の絶対人数がぽんぽこ市と

は比べ物にはなりません。一応３００食準備しましたが、初日の

販売数を見て、後半営業用の具材を追加しようかなと思っており

ます。クラブの皆様お手伝いをよろしくお願いいたします。資金

を作りましょう。 

 

編集後記 

 ２０１８～２０１９年度のキックオフのブリテンです。なんとか発

行です。実は、２８日の段階で１ページめさえ出来ておりません

でした。岩山展望台を取材してから本格的に書き出しました。記

事が少なく、結構大変でした。それでもなんとか成るもんですね、

これも１０年を超えるキャリアが成せる技でしょうか。結構自画自

賛です。三田会長の記念すべき第一号ブリテンをみっともなく終

わらせる訳にはいきませんし、良かったです。 

らない地域でした。しかし、津波で船が流され昨年はほとんどの

漁ができませんでした。今年は、援助や中古船の手配が出来て、

うに漁から再開します。１１月からは、アワビ漁が始まります。き

っぴんアワビは、国内にはほとんど流通しませんが、台湾や香

港に旅行の機会がありましたら、せひご賞味ください。とてもお

いしいという事で、実はライターも食べた事がありません。 

 

 

 

 

 
壊れた港はそのままです。でも頑張れ吉浜 

 

鹿島精一（せいいち）（１８７５～１９４７年）の功績を伝えるため 

１９６２年に建設し、盛岡市に寄贈。今回は老朽化対策として事

業費１億２８９５万円を鹿島建設が負担して改修しました。展望

台は盛岡の街並みや岩手山など３６０度を見渡せる人気スポッ

ト。夕方から午前１時までライトアップを実施し、美しい夜景ととも

に市民の人気を集めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NHK ドラマどんと晴れの記念     吹き抜けのダンジョンのような階段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  盛岡 YMCAとのコラボレーション富士宮やきそば 

 

さんさ踊りの富士宮やきそばの販売は期待しています。４日

間で１０万円の売上を目指します。半分の５万円が粗利として残

れば万々歳です、わくわくしています。 

 井上さん投稿のシルバークラスの体験記事も頂いておいてよ

かったです。私も年齢的には出席する権利がありますが、なぜ

か抵抗感が少しあり、踏み切れません、ゴリナごめんな。そのう

ち出席しますから。  

ではまた来月お会いしましょう。  長岡 


