
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          「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  

   

 

今月の聖句  マタイによる福音書２２章３７節 

 

 

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 会 長 巻 頭 挨 拶 

 

出勤前に車を温めないと、寒く

て乗れない盛岡。岩手のスキー

場もオープンし、キャンプには絶

好のコンディションに近づいてま

す。平地でも積雪し朝から雪かき

が日課になりつつあります。アイ

スバーンの運転はすごく疲れま

す（笑） 

      三田会長           寒くなるとインフルエンザがは

やります。去年はワクチンが足りないと大慌てしたのを覚えてい

ます。今年は、徐々に増えてきているインフルエンザの患者さん。

いつ爆発するか不安でなりません。 

今年もあともう少し。あっという間の１年でした。新体制になり

半年になります。会員増強にまだまだでございます。しかし、半

年でみれば現メンバーの出席率はよいものになったと思います。

忙しい中、出席していただいているメンバーに感謝しております。

新年も皆さんの支えを力に盛岡メンバーは全力で駆け巡りたい

と思っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「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！」 

 

 

 

 

         １月定例会のご案内 

日時  平成３１年１月１２日 （第２土曜日） １８時３０分 

場所   未定。 

 

第二例会  １月１８日（第３金曜日）  １８時３０分 

場所   駅前通り。 「じょ舎」 

 

 

１２月クリスマス定例会の報告 

 平成３０年１２月８日（金） 内丸教会にて開催、 山口、井上、

井上優子、大関、中原、中原陽子、村上、長岡、千葉、根内、根

内直美、魚住、濱塚、浅沼（敬称略）。 ゲスト、加藤 淳さん（南

部片富士印、大豆「秘伝」生産者、小野寺保乃香さん（チーズ）、

齊藤七彩さん（トラック）、伊藤陸さん（ショッカー）、尾河芽生さん

（ビリケン）、安恒史織さん（レモン）、吉田莉那さん（アグー）、石

川万里子さん（ジーコ）以上１９名の参加で開催されました。  

 今月はクリスマス例会でした。場所は内丸教会講堂。ここで飲

食してもいいの？、かまわないという中原牧師の寛大なお言葉

に甘えて、パーティの開始です。でも教会であることに敬意を払

って、中原陽子牧師に「奨励」をいただきました。陽子牧師が引

用した２年前のツイッター、「保育園落ちた日本死ね！」の内容

が強烈であったため、前段で何をお話したのか忘れてしまいま

した。あらためて、現在の日本の政治が歪んでいるかを再認識

させられました。言葉使いと表現に問題はあるものの、政治家に

とっては頬を往復ビンタされたような衝撃があったツイッターで

あると感じております。沖縄、辺野古の米軍基地建設、原発事故

後の原発輸出、節電を呼びかけた各地の自然災害。それでも、

電飾の飾り付けのお祭り騒ぎ。多かれ少なかれ、私もそんな矛



盾している社会の一員です。少し暗くなってしまいますが、「保育

園落ちた日本死ね！」をもう一度読んでみてください。 

保育園落ちた日本死ね！ 

何なんだよ日本。 一億総活躍社会じゃねーのかよ。 昨日見

事に保育園落ちたわ。どうすんだよ私、活躍出来ねーじゃねー

か。 子供を産んで子育てして社会に出て働いて税金納めてや

るって言っているのに日本は何が不満なんだ？ 何が少子化だ

よクソ。 子供産んだはいいけど希望通りに保育園に預けるの、

ほぼ無理だからって言っていて子供産むやつなんかいねーよ。  

不倫してもいいし賄賂受け取るのもどうでもいいから保育園

増やせよ。オリンピックで何百億円無駄に使っているんだよ。エ

ンブレムとかどうでもいいから保育園作れよ。 有名なデザイナ

ーに払う金あるなら保育園作れよ。どうすんだよ、会社やめなく

ちゃならねーだろ。 

ふざけんな日本。 保育園増やせないなら児童手当２０万にし

ろよ。 保育園も増やせないし児童手当も数千円しか払えないけ

ど少子化なんとかしたいんだよねーって、そんなムシのいい話

あるかよボケ。 国が子供産ませないでどうすんだよ。 金が 

 

地 域 で 進 め る S D G ｓ 

                主催 盛岡 YMCA  講師 島田茂 さん 

 １２月１５日、アイーナで元日本 YMCA 同盟総主事でいらし

た島田茂さんを講師として、SDGｓを岩手で広めるためを目的と

して講習会を開催いたしました。 

 SDGｓ（エスディジーズ）とは、持続可能な開発目標です。２０１

５年９月の国連サミットで採択されたもので、国連加盟１９３か国

が２０１６年～２０３０年の１５年間で達成するために掲げた目標

です。 講師の島田さんは現在、環境市民プラットフォームとや

ま代表理事に就任されていて、いち早く SDGｓに取り組んでおり

ます。 

 まずは、SDGｓにおける１７の目標をご紹介します。 

１、貧困を無くそう。 

  あらゆる場所で、あらゆる携帯の貧困に終止符を打つ。 

２、飢餓をゼロに。 

  飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄養状態の改善を

達成するとともに、持続可能な農業を推進する。 

３、すべての人に健康と福祉を。 

  あらゆるん年齢のすべての人の健康的な生活を確保し、福

祉を推進する。 

４、質の高い教育をみんなに。 

  すべての人に包摂的（ほうせつてき）かつ公平で質の高い教

育を提供し生涯学習の機会を促進する。 

５、男女間の平等を実現しよう。 

  男女間の平等を達成し、すべての情勢と女児の能力発揮を

図る。 

６、安全な水とトイレを世界中に。 

  すべての人に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確

保する。 

７、エネルギーをみんなに、そしてクリーンに。 

  すべての人々に手頃で信頼でき、持続可能かつ近代的なエ 

あれば子供産むってやつがゴマンといるんだから取り敢えず金

出すか、子供にかかる費用全てを無償にしろよ。 不倫したり賄

賂受け取ったりウチワ作っているやつ見繕って国会議員を半分

位クビにすりゃ財源作れるだろ。まじ、いい加減にしろ日本。 

 

 クリスマス例会の夜に、陽子牧師のげんこつが参加者の脳天

に炸裂したのでした。 その後はいつものもりおかクラブのクリ

スマスパーティです。リーダー主催のゲームと、プレゼント交換。

楽しいクリスマスの夜は更けていきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

      でもね、クリスマス例会は最高さ。楽しかったよ～ 

 

  ネルギーへのアクセスを可能にする。 

８、働きがいも経済成長も。 

  すべての人のために持続的、包摂的かつ持続可能な経済成

長、生産的な完全雇用および働きがいのある人間らしい仕事

を推進する。 

９、産業と技術革新の基盤を作ろう。 

  強靭なインフラを整備し、包摂的で持続可能な産業化を推進

するとともに、技術革新の拡大を図る。 

１０、人や国の不平等をなくそう。 

  国内および国家間の格差を是正する。 

１１、住み続けられるまちづくりを。 

  都市と人間の居住地えお包摂的、安全、強靭かつ持続可能

にする。 

１２、つくる責任、つかう責任。 

  持続可能な消費と生産のパターンを確保する。 

１３、気候変動に具体的な対策を。 

  気候変動とその影響に立ち向かうてめ、緊急対策を取る。 

１４、海の豊かさを守ろう。 

  海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続可

能な形で利用する。 

１５、陸の豊かさも守ろう。 

  陸上生態系の保護、回復および持続可能な利用の推進、森

林の持続可能な管理、砂漠化への対処、土地劣化の阻止お

よび逆転、ならびに生物多様性損失の阻止を図る。 

１６、平和と公正をすべての人に。 

  持続可能な開発に向けて平和で包摂的な社会を推進し、す

べての人に司法へのアクセスを提供するとともに、あらゆるレ

ベルにおいて効果的で責任ある包摂的な制度を構築する 

１７、パートナーシップで目標を達成しよう。  

  持続可能なな開発に向けて実施手段を強化し、グローバル

パートナーシップを活性化する。 



 以上の観点から、島田さんが興味深いお話をしてくれました。

全国、全世界で広がりを見せる SDGｓ、ゴール目標が多種多様

に渡るため、具体的にはどのような活動が求められるのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ ０ １ ８ 年 さ よ う な ら 

井上 修三 

                     焼き芋を食べながら、３５１日を振り返

っています。 傍らには白湯の入ったカッ

プも。 はやぶさ並みに過ぎた日々。会

長引継ぎは順調に若者へ「先輩とともに

２０年を目指して」の思いを込めて。 

８月後期高齢者の仲間入りを果たし、

不思議な事に医療費負担割合が一気に 

井上修三メン      １０％から３０％に上昇。お役所にそれな

りの理由があるにしても今まで１，０００円で済んだものが財布

から３，０００円が飛んでいくといかに鈍感なわたしでも、「おい、 

 

東日本大震災アーカイブス、２０１５年８月掲載 

三陸海岸「カキ」が結ぶフランスとの交流 

 ２０１１年６月、東日本大震災から３か月経過した時期でした。

被災地ではやっと被害の概要を把握はしたものの、復興へ向け

何から手を付けていいやら考えがつかないでいる中、「今、カキ

の仕込みをしなければ次の収穫に間に合わない。」と、フランス

のカキ生産者から、養殖用具の提供の申し出がありました。こ

の時期になぜフランスのカキ生産者が援助の申し出をしてくれ

たのでしょう。 

 生ガキを好んで食するフランスでは、日本と同様にカキの養殖

が盛んです。しかし、１９６０～７０年代に疫病がはやり、カキが

絶滅に瀕する被害を受けました。その際に三陸のカキが持ち込

まれ、フランスのカキ養殖業を救ったという歴史があります。今

ではフランスのカキはそのほとんどが宮城県産の真カキの子孫

だということです。なんと宮城県産のカキは病気に打ち勝ちどん

どん成長してくれたそうです。その恩返しの意味を込めて、フラ

ンスの漁具メーカーやフランス最大手の運送会社、フランスのカ

キ産地の養殖組合や商工会議所が参加し、ブイやロープなど養

殖・漁業関係者に手渡しました。この活動がフランス政府及びフ 

これに関しては紙面の成約もありますので。次回以降のブリテ

ンで各地の取り組みなどをご紹介していきましょう。キーワード

は「持続可能」と「包摂的（ほうせつてき）」のようです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おい」と叫びたくなる。現役とは言え老いは容赦なくすすんでおり、

身をもっての実感多々。 後始末所の入り口に立ったようです。

「私の出来ることを」を信条にワイズメン２９年を経て改めて健康 

で労力提供ができたことに感謝をし、また、東西日本区を通じ、

ワイズならではの出会いに恵まれ、細く長い交友の継続にも思

いを馳せています。 

 それにしても様々な才能を備えた人々の多いことには驚きま

す。これからも多く用いられ、諸事に生かされることを願っており

ます。「井上メン、どうしたの？」と言われそうですが、年末にな

るといささかセンチメンタルな気持ちになるようです。 来年７月

１９日～２１日の第２８回アジア太平洋大会の成功にわがクラブ

は全員参加で協力しましょう。 

 

 

ランス財団からも注目され、２０万ユーロの公式な支援が始まっ

たのです。これを「フランスお返しプロジェクト」と言いました 

 確かに、三陸沿岸のカキ養殖はいち早くその姿を復活し復興

の一番星のようでした。このことを知ったのはつい最近の事です。

テレビ番組でフランスはカキを生で食する文化がある。特にクリ

スマス料理と言えば、七面鳥よりも断然カキであると言っていま

した。ほとんどの場合、貝を開いたままの一粒カキで食べるそう

です。日本では山田町大沢の一粒カキが有名ですが、さすがフ

ランス食べ方も高級感があり、上品ですね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

      養殖かきいかだ                    一粒かき 

もりおかクラブの状況報告 
   

   
     

12月の出席率 13/14 92 % ゲスト 4名 
 

ビジター0名 メネット 2名 
    

メーキャップ 1 名 
   

12月切手        10 ｇ 累計   333 ｇ 

12月のにこにこ 20,500 円 累計 40,500 円 12月プルタブ       115 ｇ 累計 22,350 ｇ 

12月   石鹸    2,000 円 累計      3,610 円 りんご 0 円 累計    円 

12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 

１２月のハッピーバースディ  菊池 崇江さん、 お誕生日、おめでとうございます。          

 

 



震災直後の養殖用具の提供ですから、受け手の体制が整っ

ていなくて、コーディネートの方々は大変苦労したそうです。また、

日本とフランスでは養殖の方法が違うため、「なぜロープが必要

なのだ？」養殖資材の違いにわざわざフランスまで行って、日本

の養殖方法を説明したそうです。仕込みの時期を逃せば１年復

興は遅れるということで、資材は空輸しなければ間に合わない。

多額の運送代金が問題になったりしたそうです。時間がない状

況下、資材を取りそろえ、輸送も含めて丸抱えでフランスの各関

係者が全力で支援を行ってくれました。 

 

２ ０ １ ８ 年 盛 岡 探 索 総 集 編 

１月  厳寒の白滝を散策、ちょっとがっかり。 

              連日氷点下を記録している盛岡市。 あ

れ、凍っていない。ど.して？こんなに寒い

のに。 湧き水を水源としている沢水は冷

たくないのです。これでは凍りませんね。

本当にがっかりしました。 橋の氷柱や柵

に作った氷のモニュメントのような景色を

想像していました。 

  ２月 東日本大震災、盛岡市の追悼行事 

「祈りの灯火２０１８ ～あなたに届けたい～」 

「忘れてたまるか、３．１１ あ

の時の絆を」、第１６回東日本区

大会の表題です。もりおかクラブ

はこの気持ちを絶対忘れては 

雪の壁にろうそくを灯しました     いけません。日本全国、全世界か

らの支援の温かみを思い出し次の震災では、力の限り支援でお

返ししましょう。でもこの日だけは、自分たちの事として犠牲者を

追悼しましょう。 

３月 陣を解いた冬将軍、盛岡の３月 

３月８日、南岸低気圧が東北地方を襲

いました。通常は湿った雪が降り積もる

のですが、この低気圧は大雨を持ってき

ました。この雨により冬将軍が撤退して 

福寿草とスイセンの芽   いったのです。 

４月 桜が満開！盛岡、桜達の会話？ 

盛岡城公園のソメイヨシノ  「今年の冬は寒かったなっす。んで

も、３月になったっけ、根元の雪っこも溶けだし。４月になったお

ん、そろそろ起きるべかね。」 

石割桜  「んだなはん、花っこの季節だけ人っこ達、見てけるお

んね。花散ると来ねぐなるおんね。」 

 

 

 

 

石割桜            ソメイヨシノ          モリオカシダレ 

 

 編集後記 

 ２０１８年が終わろうとしています。今年の一番印象が深かった

のは、富士宮焼きそばでのファンド開始でした。初期投資があっ 

 カキと言えば広島が日本一の生産量です。三陸のカキ生産量 

は広島の半分にも満たないのですが、三陸のカキは品質の面 

において間違いなく日本一でしょう。この三陸のカキを震災直後 

復活に動いてくれたのは、フランスでした。フランスは三陸のカ

キを食べている。津波でなくなったカキの復興にフランスが力を

貸してくれた。こんな事実を知らなかったことが、すこし恥ずかし

かったです。みなさん、カキを食べるときフランスとの繋がりを思

って、フランスに感謝して食べてみてはいかがでしょう。 

心がほっこりする話題でした。 

 

５月 乾いた初夏、もりおかかいうん神社を散策 

新緑の枝と葉の間を吹き抜ける風、

全身で爽やかさを受け止めて、もりおか

かいうん神社の庭園を散策しました。も

ともと榊山稲荷神社として認識していま

したが、もりおかかいうん神社と言うの 

  本殿横の庭園の池     が正式名称のようです。 

６月  かきつばたの群落が大変だ～！ 

                 盛岡市山岸の国道４５５号線沿いに

県指定の天然記念物カキツバタの群

落があります。ヨシなどの雑草が増え

て、カキツバタの寝床を侵食。カキツ 

雑草に負けてまばらな花    バタがどんどん減っています。 

７月  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。 

８月 開業１４０年の雑貨屋さん「平野商店」！ 

盛岡市本町通りにある、平野商

店に行ってきました。なんの飾りも

無い広い間口。屋根が朽ち果てそ

うです。歴史を刻み現代に残る明 

広い間口、古いという事が一目瞭然 治の時代のお店です。 

９月  お休みでした。 

 

１０月 盛岡市を西側から見下ろすと！ 

               マリオス展望室からの景色は西側から

盛岡市を展望する光景でした。いつもと

違う、違和感を感じながら、盛岡市の景

色を眺めてきました。 

１１月  霜月、１１月。 盛岡初冬の風景。 

              秋が終わり、季節は冬に向かっています。

バイト明けの２９日、太陽の光を受けて水

面に浮いている白鳥の綺麗な写真が取れ

ました。 

  

たため、思うように資金が集まりませんでしたが。来年からはも

っと多くの資金つくりにまい進します。春が楽しみです。新年よ早

く来い。  今年も皆様にお世話になりました。   長岡 


