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こころの中を見つめよう
博愛を広げるために

和の心　自然に学びて未来を創ろう

■司会：
　山宮クラブ管理委員

■点鐘：中丸副会長

■会長報告 中丸副会長

本日は小町会長が所要のため私が会長代行を務めさ
せて頂きます。初めての経験ゆえ大変緊張しており
ます。また本日は御客様として東京武蔵村山ＲＣの
波多野様、白河南ＲＣの福山様のお二人がおいでに
なっております。お二人ともパストガバナー補佐で
もあり、大変光栄に存じます。
さて、私も7月より会長の立場になりますが、この4
月より一足早く約600世帯の自治会長を仰せつかりま
して大変忙しい毎日を過ごしております。世帯数も
多く多種多様な用事があり大変です。さらにこの7月
からロータリークラブの会長となりますので、この
二つの組織の会長をどの様に両立させて行くか若干
不安の念もありますが、なんとか両立させて行くよ
う最善を尽くして行きますので皆様ご協力を宜しく
お願い致します。
先日自治会長として市立第二中学校の運動会に出席
してきました。校長先生のお話では在校生が700人超
で、都内でもかなり生徒が多い方に数えられる規模
の学校だそうです。昨今学級崩壊や校内暴力等が叫
ばれて久しいので、運動会を注意深く拝見させて頂
きました。どの生徒もふざけたり、さぼったりせず
元気にきちんと整列・行進したり、明るく助け合い
ながら一生懸命競技に取り組む姿を見て、久しぶり
に心が晴れ晴れとして来ました。我が町の若者も捨
てたものではないなという感を強くしました。
以上で本日は終わらせて頂きます。

■合唱：ロータリーソング
　　　　｢四つのテスト｣

◆ソングリーダー：
　石山会員

■お客様紹介：
　樺澤パスト会長

◆ゲスト：
　武蔵村山ＲＣ
　波多野　稔 様
　白河南ＲＣ
　福山　吉英 様
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島田例会運営委員■ニコニコＢＯＸ

在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

33 24 0 6 80.65

■出席報告 野村(裕)例会運営委員

■前々回メークアップ修正後前々会欠席：3名
■前々回出席率メークアップ修正後：90.32％
■前々会メークアップ者：
　赤木会員：理事会
　飯田会員：京都西ＲＣ
　嶋田会員：東大和ＲＣ

◆波多野様：久しぶりにメークアップに出席させて
　　　　　　頂きます。日頃のお世話様に感謝申し
　　　　　　上げます。
◆野澤会員：波多野さん、福山さんようこそいらっ
　　　　　　しゃいました。ごゆっくりなさって下
　　　　　　さい。バンコクの写真ありがとうござ
　　　　　　います。
◆當麻会員：波多野さん、福山さんようこそいらっ
　　　　　　しゃいました。
◆中丸会員：波多野さん、福山さんようこそいらっ
　　　　　　しゃいました。

■幹事報告 野村幹事

■ガバナー事務所：
・海外クラブ紹介依頼
　ロータリー財団奨学生派遣予定の都市のホストク
　ラブ
　　ニューヨーク
　　ボストン
　　ロンドン
　　ケンブリッジ
　　ライプツィヒ
　姉妹クラブ、現地の知り合い等、紹介してほしい
　とのこと

・｢ロータリー希望の風奨学金｣感謝状について
　ガバナー事務所へ届いた感謝状のコピー
　4月末 70名を援助しているとのこと

■米山奨学会：
・5/24米山奨学会の議事録の受理について
　3つのデータによる資料(28件)の受理

・米山セミナー(6/6)テーマと資料の受理について
　・テーマ｢米山記念奨学制度に関する理解推進への
　　取り組み｣
　・寄付に関する資料

・学友会(東京)総会の案内について
　2012年7月7日(土)　15:15～
　於　清澄庭園

・(沖縄)次年度クラブ米山委員長、カウンセラーセ
　ミナーの案内について
　2012年6月28日(木)　15:00～
　於　ホテルロイヤルオリオン

■国際奉仕委員会：
・バンコク国際大会｢JAPAN NIGHT｣パーティーの写真
　とＤＶＤの受理について
・(3/14)国際奉仕委員長会議・議事録の受理について

■東京福生中央ＲＣ：
　第1回多摩分区連絡会の案内について
　2012年6月22日(金)　16:00～
　於　フォレストイン昭和館
　出席者　会長、幹事、地区委員、事務局

■バギオ基金：
　<訃報>バギオ基金理事　鈴木正二 氏
　　　　　　　　　　　　(90才)(東京立川ＲＣ)
　　　　通　夜　5月23日(水)
　　　　告別式　5月24日(木)

■東村山青年会議所：
　第31回わんぱく相撲東村山場所お礼について

■6月のロータリーレート：1ドル＝80円

■ＮＰＯ空堀川に清流を取り戻す会：
　第14回空堀川・川まつりの案内について
　2012年5月27日(日)　10時～15時
　於　｢からぼり広場｣

■社会を明るくする運動：
　平成24年度(第62回)"社会を明るくする運動"
　東村山市推進委員会の開催について
　2012年6月12日(火)　19:00～
　於　東村山市役所

■例会変更：
　所沢中央ＲＣ　6月11日(月)→親睦旅行
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■国際奉仕委員会｢東日本大震災｣のＤＶＤ鑑賞

■戸澤国際奉仕委員長

皆さん、こんにちは。今日は前から決まっていまし
たが、東日本大震災のロータリーが作ったＤＶＤを
見て頂きます。今日たまたま福山様がいらっしゃっ
たのもご縁だと思います。震災のこのＤＶＤは、元
の映像は自衛隊が作りました。その映像をロータリ
ーが借りまして、ロータリー風にアレンジして作っ
たＤＶＤです。これは、英語・フランス語・中国語・
韓国語とか留学生がいる国のほとんどの言語で作っ
たそうです。１枚1,000円で買おうと思ったら、国際
奉仕委員会の方に予算があるらしく、出してもらい
ました。10分くらいあるのですが、それを見て頂い
てからまたお話したいと思います。東日本大震災は
19,000人以上の犠牲者を出し、また怪我をされ今で
も治療されている方が大勢いらっしゃいます。震災
で家が流され、影響を受けて避難している方が30万
とも35万人とも言われており、いまだ戻れない方が
大勢いるとのことです。今回の震災は、ある意味で、
明治のペリー来航以来の日本にとって大事件ではな
いかと思います。それでは、上映致します。

(ＤＶＤ上映)

震災を改めてこうして見ると、私は現地に行ってい
ないのですが、すごいなと思います。
私の親戚も仙台に何家族かいますが、全員無事でした。
義理の兄とその家族が仙台市宮城野区に住んでおり
まして、震災直後頻繁にテレビで宮城野区が報道され、
本当に心配しました。4日ぐらい電話が繋がらない状
態でした。やっと電話が繋がり話をした時は、家の
中は縦の物も横の物もみんな倒れた状態で片付けが
出来ない状態だったそうです。その後片付けが大変
だったようです。一番困ったのは水だそうです。電気、
水道がない生活が2～3週間続いて、車が使えないの
で4キロほどの所からの水汲みが毎日大変だったそう
です。
また、自宅の1階だけが浸水して2階に住んでいるよ
うな場合、保険の審査の確定が難しく、まだ審査が
下りない地区がたくさんあるそうです。それと、流
されてしまった車両の保険は下りないようです。

■卓話◆福 山 様：久しぶりにおじゃまします。
◆野村幹事：波多野さん、福山さんようこそいらっ
　　　　　　しゃいました。
◆戸澤会員：写真ありがとうございます。
◆田中会員：波多野さん、福山さんようこそいらっ
　　　　　　しゃいました。
◆嶋田会員：波多野さん、福山さんようこそいらっ
　　　　　　しゃいました。
◆山本会員：波多野さん、福山さんようこそいらっ
　　　　　　しゃいました。写真ありがとうござい
　　　　　　ます。
◆樺澤会員：写真ありがとうございます。
◆村越会員：写真ありがとうございます。

本日のニコニコ合計：   28,000円
　　累　　　計　　：1,136,322円

皆さん、こんにちは。クラブ管理委員会からご報告
申し上げます。まず、来月の14日15日と行われます
クラブ親睦旅行につきまして、ただいま日程行程表
を回覧しておりますので、御覧になって頂きたいと
思います。今回、特に初日の6月14日に、お昼からホ
テルリステル猪苗代という所で猪苗代ロータリーク
ラブとの合同例会を行います。その件について、服
装等詳細につきましては、後日ご連絡致したいと思
います。それから今回のクラブ親睦旅行につきまして、
本日おいでになっております、白河南ロータリーク
ラブの福山様に大変お世話になりまして、ありがと
うございました。この後、ご挨拶頂ければと思います。
まだ出欠の方を回しておりますので、欠席で出され
た方も出席出来るという事であれば、まだ受け付け
ておりますので、宜しくお願い致します。以上です。

■委員長報告

■赤木クラブ管理委員長

クラブ旅行についてご挨拶がありました。

■白河南ロータリークラブ
　福山　吉英 様
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■点鐘：中丸副会長

皆さん、改めましてこんにちは。オンツーのビデオ
が委員会の方で出来上がりました。ちょっと見て頂
こうと思ったのですが、中途半端な時間となってし
まったので、リスボンのことをお話しするのと、私
も1年経つ前に震災地に行って参りました。随分復興
してきして、港の水産業者さんもずいぶんビルを直
していましたし、仙台空港の側にも行きましたが、
流された跡も綺麗に撤去されていて、整地はされて
いるのですが、田んぼのようでした。非常に虚しか
ったのは、水産業者さんの会社の中で、社長さん役
員さんなど会社の運営をなさっている方が全員津波
で亡くなってしまった会社、これはお金を借りるこ
とも再建する道筋もなくて、そのビルがそのまま何
もされない状態で残っていて手がつけられていない
状態でいたのが、非常に虚しく寂しく感じました。
また、仙台空港の方に行きますと漁船がまだそのま
ま転がっているのですね。どうしてですかと聞いた
ところ、高齢化の中で、年配の漁師さんが船を持っ

ていらっしゃって、その方が亡くなってしまい、こ
の船は引き取る人もいないので処理ができなくてそ
のままなのだよと聞いて帰ってきました。
旅行で皆さんいらっしゃると思うのですが、メディ
アの世界で見るのと違って、また自分の目・自分の
耳で確認しながら見て頂くと、改めて自然の力の強
さと人間は自然に対してこんなに小さいものなのだ
なと思います。また、負けないで頑張っていらっし
ゃる皆さんのパワーには素晴らしいものがあると思
います。その辺りを自分の目で見て自分の心に刻ん
で頂きたいと思います。
オンツーの件はまだ時間がありますので、来年の23
日国際大会ということで日時が決まっております。
戸澤委員長と私の方で一生懸命スケジュール等の調
整をしながら旅行会社さんの選定等進めております。
これから1年間、皆さんの心に念仏のようにオンツー
行きませんかと優しく皆さんの気持ちを洗脳してい
きたいと思います。とても良いところなので、ぜひ
来年またうちのクラブからもたくさんの方が参加さ
れることを期待しながら今日はこの辺りでお話を終
わりにしたいと思います。宜しくお願いします。

■山本地区オン・ツー・
　バンコク委員

また、立川に住んでいる友人の話ですが、震災直後
に南相馬から100人規模で新潟へ避難された団体が、
3ヶ月ぐらい経って問題が出たそうです。それで、奥
多摩のペンションのオーナーがボランティアでペン
ションを提供して、新潟から50人程の被災者を受け
て今年の3月と4月で半数は九州へ集団で就職し、半
数は南相馬に戻ったそうです。私の友人は野菜と果
物の調達を毎月2回ボランティアで一年間無償で奉仕
を続けました。その人の話を聞くと、ペンションで
の共同生活では家族で一部屋の場合は良いのですが、
他人同士で3人か4人で相部屋の場合、最初は良いが、
2～3ヶ月経つとトラブルが絶えなく、ボランティア
をやっていて仲裁が大変だったそうです。
政府の復興資金が18兆出る事が決まって、今は仙台
を中心に復興需要が大変多いと言われております。
特に、がれき処理はまだ5％程度しか進んでおらず、
建築関係の人手が全く足りないそうです。全国から
復興の関係者が来ており、ホテルや足りないものが
いっぱいあるそうです。家具や雑貨が例年の倍ぐら
いの需要があったり、外食やコンビニが流行して、
今や仙台は復興バブルで景気が良いようです。
福島はこれから夏場のきゅうり、トマト、葉野菜の
産地です。原発の風評被害で昨年は売れなかったため、
作付けが出来なかったり、作付けを半分にしたり、
農家をやめてしまった人があり、今年の夏野菜は不
足すると思います。検査をして大丈夫なものばかり
出しているのですが、変なところで風評被害があり、
福島の野菜は今でも売れていません。高くても他の
産地の物が売れているのが現状です。震災の話はこ
れぐらいで終わりますが、あと時間が残ったので、
山本さんにオンツー話を宜しくお願いします。あり
がとうございました。


