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古川　　毅

jimukyoku@yamato-rc.org
花岡　　正

武田　　茂 森川　　良三

国
際
ロ
ー
タ
リ
ー
テ
ー
マhttp://www.yamato-rc.org

http://www.yamato-rc.org

例会日 欠席者名会員数 出席 出席％ 欠席

今
後
の
情
報

日　付 時　間 回　数 プログラム内容

前々回

前　回

本　日

３４（１１）

３４（１１）１０月  ３日（火）

１０月１０日（火）

１０月２４日（火）

１０月 ３１日（火）

１１月　 ７日（火）

１１月１１・１２日（火）

１１月  １４日（火）

第５回定例理事会「自分の人生観について」

卓話「米山学友」

移動例会（やまと産業フェア）

振替休会

赤澤・本田・田辺・石井

本田・石髙・戸張・田辺

４

４

８６.６７

８６.２１

２６

２５

２６０８

２６０９

２６１０

２６１１

１０月は、米山月間です。

例年通り、おひとり２万円の寄附をお願いいたし

ます。

◆米山記念奨学委員会／吉岡善一委員長

来る１０月２９日（日曜日）イオンとヨーカドーの間

のところで恒例の献血がございます。朝１０時から

１５時３０分まで午前の部、午後の部とにわけま

すので皆さんふるって参加願います。特に社会奉

仕委員の方は手伝ってください。

◆社会奉仕委員会／赤澤多加志委員長

スマイルボックス報告

相原委員

大谷ガバナー
お出迎え画面

大谷ガバナーいらっしゃいませ 大谷ガバナーを囲んで懇談会

全員でお出迎え 武田会長も出迎えました 大谷Gと加藤AG

伊藤SAA報告 出席報告籾山委員

ご夫人お誕生祝い眞鍋会員 会員お誕生祝い赤澤会員

古川会長エレクトお祝の報告三浦委員

森川ＳＬ大谷ガバナー

幹事報告

◆１０月１７日（火）は取止例

会です。

◆第１回指名委員会を１０月

　２４日（火）１１時４０分例会

前に行います。

【ポスティング】  

・次第  

・週報

・米山　豆辞典

【回覧】

・大和市国際化協会

ＰＡＬ

前回の例会は展覧会のため

欠席をしました。申し訳ありま

せんでした。

一週間の新宿までの電車

通勤でした。

一年半ぶりの電車でした

が、サラリーマンは大変だとつくづく思いました。

大学を卒業後、定年まで会社を勤めますと、電車の

中に約３年～５年いることになります。

とても私には勤まりませんが、日本経済をささえて

いるのは、このサラリーマンの人たちです。

尊敬に値する人たちと、改めて思いました。

ただ、電車の中で人間観察をすると９０％がスマホ

を見ています。

何を見ているのか・・いい大人がゲームか？　本が

売れない訳だ！！

そんな一週間でした。

ありがとうございました。

森川　良三　幹事

本日 ￥２１,０００  累計 ￥２３０,０００

第２６０６回　２０１７年１０月１０日（火）
司　　会／ 伊藤　彦二　会員

Ｓ.　　Ｌ.　／ 森川　良三　会員

斉　　唱／ 「四つのテスト」

ゲ ス　ト／ ＲＩ第２７８０地区ガバナー　

 大谷新一郎様（相模原南ＲＣ）

 ＲＩ第２７８０地区第６Ｇガバナー補佐　

 加藤伸一様（海老名欅RC）

ビジター／ ナシ

会長の時間

委員会報告

◆大谷新一郎様（相模原南ＲＣ）／本日は、ガバナー公式

訪問に参りました。よろしくお願いいたします。

◆加藤伸一様（海老名欅ＲＣ／本日はガバナー公式訪問

でまいりました。よろしくお願い致します。

◆武田茂会長／大谷ガバナー、加藤ガバナー補佐ようこ

そいらっしゃいました。

◆森川良三会員／大谷ガバナー、加藤ガバナー補佐『い

らっしゃい』いつもお疲れ様です。そして、大好きです。

◆森川良三会員／遠くの親類より、いつもそばにいてくれ

た愛犬が亡くなると、よりダメージが大きいかも知れませ

ん。古川ラッキーにスマイルを！！

◆佐々木和夫会員／本日は大谷ガバナー、加藤ガバナー

補佐ようこそおいで下さいました。

◆花岡正会員／大谷ガバナー。加藤ガバナー補佐ようこ

そ大和クラブへの訪問、大々 歓迎いたします。

◆眞鍋藤正会員／ワイフの誕生祝い有難うございます。

◆伊藤健司会員／大谷ガバナー、加藤ガバナー補佐、本

日はよろしくお願いします。

武田　茂　会長

◆石井規子会員／皆様お久しぶりです。ハワイから帰っ

て、休みぐせがついてしまいました。すみません！

◆赤澤多加志会員／誕生日祝いありがとうございます。

◆増正之会員／第２７８０地区ガバナー大谷新一郎様、

第６Ｇガバナー補佐加藤伸一様御苦労様です。

◆井上勝彦会員／大谷地区ガバナー、加藤ガバナー補

佐、お忙しいところ大和ＲＣ訪問ありがとうございます。い

ろいろと御指示お願いいたします。

◆宮東悠会員／大谷ガバナーの公式訪問を楽しみにし

ておりました。本日はよろしくお願い致します。

◆松川清会員／残暑厳しい折、

大谷ガバナー、加藤ガバナー補

佐の公式訪問、有難う御座いま

す。一日宜しく指導お願い致し

ます。

◆松川健治会員／大谷ガバ

ナー、加藤ガバナー補佐。公式訪

問大変楽しみにしていました。

ガバナー・ガバナー補佐と共に

　１０月１９～２０日の日程で友好クラブである花巻

南ＲＣへ、今後の更なる友好と親睦を深めるために

表敬訪問に伺いました。重ね重ねになりますが、２０

１１年より始まったクラブ間の交流は、顔の見える

交流、宮澤賢治の言葉を借りるとすれば、「雨にも

負けず」にあるように、礼を尽くし遠方であろうとも

態々出向くところにこそ、その醍醐味があるのだと

思います。

　閑話休題、今回の訪問団は、武田会長を始めとす

る総勢１０名(メンバー９名、会員奥様１名)でした。

新幹線班(５名)、車両班２班で北上しました。毎回

花巻入りすると東北特有の身を切る寒さを感じるも

のですが、出発当日の大和は冷たい雨が降り気温も

１０℃に届くか否かという気候でしたので反って花

巻の方が暖かく感じたほどでした。例会場であるホ

テル花城に到着すると花巻南RCメンバーの熱烈歓

迎のお出迎え！ 火曜日に北上した武田さん御一

行、水曜日に花巻商工会議所７０周年記念式典に

出席のため花巻入りした宮東さんご夫妻とも無事

合流することが出来ました。

　例会終了後、今回の旅のもう一つの目的である釜

石商工会議所表敬訪問のため一路釜石へ！ 列車

班はＪＲ釜石線、車両班は釜石自動車道を利用し、

車中からですが錦秋の奥羽路を堪能しました。宿

泊は陸中海岸の風光明媚な浪板海岸「花ホテルは

まぎく」。大槌町に建つこのホテルは元々は浪板海

岸観光ホテルと呼ばれていましたが、東日本大震

災で被災、営業停止を余儀なくされ近年リニューア

ルオープンしたばかりのホテルです。私たちが滞在

した部屋は４階部分でしたが津波は何とその４階

まで到達したというから驚くばかりです。(約２０m)

料理は鮑の踊り焼など三陸海岸の海の幸に舌鼓を

打ちました。

　翌２０日は朝から雨模様でしたが、釜石商工会議

所さんとの交流が「雨降って地固まる」になることを

願い商工会議所へ向かいました。表敬訪問は、山

崎釜石商工会議所会頭の挨拶に続き武田会長の

返礼の挨拶、山崎会頭から震災直後の話、被害の

全容、復興事業やその進捗....お話を聞くに付け復

興は未だ道半ばである思いを強く感じました。その

後の懇談会(フリートーク)にも花が咲き１時間をゆ

うに超えて実りある交流になったと感じます。一つ

報告ですが、私たちは震災時に３台の車両(ミニバ

ン１台、軽トラック２台)を支援しましたが、昨夏発生

した台風１０号の影響で岩手県久慈市が甚大な被

害を受け久慈商工会議所所有の車両も全て水に流

されてしまった状況下、その車両の一台(軽トラ)が

久慈市で人々の支

援に一役買ってい

るという嬉しい報

告を受けました。ま

たお土産に岩手県

産の塩蔵ワカメを

訪問メンバー全員にご用意をいただきました。

　あの震災から６年が経過した現在においても、訪

問した釜石市や大槌町では復興が思うように進ま

ない現実と復興住宅の建設や沿線整備事業、

２０１９年におけるラグビーワールドカップの開催な

ど少しずつではありますが、明日への希望も生まれ

ています。私たちもロータリーアンとして、東日本大

震災を決して風化させず、出来ることからの支援を

続けていきたいと思います。                                                       

 伊藤健司

参加メンバー(敬称略)／武田茂、佐々木和夫、森川良三、

宮東悠、宮東いつ子、花岡正、伊藤彦二、吉岡善一、

増正之、伊藤健司 

花巻南RC訪問記

花巻南ＲＣの方々と

P未

情報なし
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 大谷ガバナー公式訪問卓話
「２０１７－２０１８　２７８０地区活動方針」

＜日頃のＲＣ活動について＞

◆寄付は自分のあくまで意思で行なうようにするべきです。

◆各自の会社の業務を第一にし、社員の家族を守ることを優先して

ください。

＜大和ＲＣについて＞

◆こわいイメージがあったクラブでしたがとても歓迎していた

だき大変ありがたく思っております。

＜地区大会＞

～式典が長すぎるという質問に対して～

◆なるべく省ける箇所をみつけて無駄なく設定しておりますが、

来賓の挨拶やご紹介は最低限の礼儀と思っております。

大谷ガバナー公式訪問懇談会

　４つのテストのクラブ唱歌は相模原南クラブの今は亡き水谷会員が作られた歌です。第一

例会で必ず歌っております。本日歌っていただいてありがとうございました。大和クラブの５５周

年式典は私も参加させていただきました大変すばらしかったです。パンフレットは武田会長の

会員似顔絵がすばらしかったです。私の似顔絵をいただいており、利用しております。

　ＲＩ会長イアンライズリー

氏をご紹介いたします。会計

士、オーストリア　ビクトリア

州７０代　奥様もガバナー経

験があります。とても包容力

のある方です。

　ＲＩ会長テーマは「ロータリー：変化をもたらす」で

す。このテーマには一切説明がありません。各クラブ

で解釈をすることが必要です。「：」を「は」と「に」に

変えて解釈いたします。

地区方針を簡潔に６項目としました。

Ⅰ　増強

Ⅰ-①増強を最重点にします

　会員増強はクラブの活性化に不可欠です。多くの意

見を会長が取りまとめ会の活性化につながります。会

員５０名以下は１名以上、会員５１名以上は２名以上の

増強を指針とします。

財政基盤を固めることも増強の大きな目的です。

Ⅰ-②会員数

　世界の会員数は現在約１２０万人あまり、日本はリー

マンショックや東日本大震災などで波がありましたが

現在約８９,０００人です。

Ⅰ-③女性会員

　２７８０地区会員は約２３００人中２０４名が女性会員

で全体の１割弱です。この９年間で５１人しか増えてお

りません。

　アメリカでは約半数が女性会員です。ガバナーにも

女性が多く、国際研修大会で名詞を受取るのは女性

が多いです。世界

卓話

５３９人のガバナーのうち１１０名が女性です。今年は

女性ガバナーが少ないそうです。

Ⅰ-④女性率

　２７８０地区の女性会員比率は９．２％、日本で２７５

０地区の東京のクラブに次いで２位となっております。

私の代で全国１位を目指しております。世界では２０％

　アメリカでは４０％に至り、日本のクラブも多くの女

性と若い方に会員になっていただきたいと考えており

ます。

Ⅱ　戦略計画の実行

●公共イメージと認知度の向上ではメディアとの連携

を重視しております。メディアは全国的なものでなく地

域に密着した３０団体に声をかけております。かわら

版的な誌面やタウン誌、地域ＦＭなどに重点を置きた

いと思います。

●長期計画目標と実行（１０年後のイメージ）について

は自分の年齢だけで考えるのではなく、３０代から９０

代まで幅広い年齢層でよいイメージを考えなくてはな

りません。私は国際大会の研修会で１日トレーニングと

して洗濯機の１０年後のイメージという課題が与えら

れました。洗濯物をたたんで機械から出てくるという

回答をしましたが、業務用ではすでに実現しており、

家庭用ではパナソニックが数年後実現できるようで

す。１０年後は相当進んでいるのです。３年から５年後

のクラブ計画は１０年後を見据えて計画してください。

大谷ガバナースピーチ司会加藤ガバナー補佐

Ⅲ　財団

　寄付額は３年後にはこちらに帰ってまいります。将

来の投資は早くに還元できるので積極的な寄付を奨

励いたします。奉仕の貯金とご理解いただきたいと思

います。

Ⅲ-①ポリオ寄付

　２０年前３５万人の患者数が現在は１０名となりまし

た。ロータリーのおかげでここまで参りました。私の代

で是非０にしたいです。可能性大です。もう少しです。

ご協力お願いいたします。

Ⅲ-③米山記念奨学会寄付

　２０，０００人弱が米山奨学金で日本で勉強しており

ます。世界有数の奨学会です。返還が必要ありません。

勉強を日本に還元してほしい。

　米山奨学生には世界の架け橋になることを私からお

願いしております。

Ⅵ　柔軟性の正しい理解

　３年に一度の２０１６年規定審議会において、世界の

ロータリアンから１５０項目のひとつに例会の回数につい

て可決された柔軟性に関する事項は「例会回数を月２

回以上」と定めました。２回以上とは２回でよいという

解釈もありますが、１６名と少数のあるクラブでは例会

を２回とし残りの２回を会員維持、増強のための自由参

加の懇親会としております。飲食費は各会員負担とし

会場費はクラブで負担しております。各クラブで協議し

積極的総意で行ないますが導入により成果が上がら

なければ意味はありません。試行錯誤も必要なようで

す。柔軟性の導入をチャンスに変えてください。

　説明不足な点もありますが以上が地区活動方針で

あります。ご静聴ありがとうございました。
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増強を指針とします。

財政基盤を固めることも増強の大きな目的です。

Ⅰ-②会員数

　世界の会員数は現在約１２０万人あまり、日本はリー

マンショックや東日本大震災などで波がありましたが

現在約８９,０００人です。

Ⅰ-③女性会員

　２７８０地区会員は約２３００人中２０４名が女性会員

で全体の１割弱です。この９年間で５１人しか増えてお

りません。

　アメリカでは約半数が女性会員です。ガバナーにも

女性が多く、国際研修大会で名詞を受取るのは女性

が多いです。世界

卓話

５３９人のガバナーのうち１１０名が女性です。今年は

女性ガバナーが少ないそうです。

Ⅰ-④女性率

　２７８０地区の女性会員比率は９．２％、日本で２７５

０地区の東京のクラブに次いで２位となっております。

私の代で全国１位を目指しております。世界では２０％

　アメリカでは４０％に至り、日本のクラブも多くの女

性と若い方に会員になっていただきたいと考えており

ます。

Ⅱ　戦略計画の実行

●公共イメージと認知度の向上ではメディアとの連携

を重視しております。メディアは全国的なものでなく地

域に密着した３０団体に声をかけております。かわら

版的な誌面やタウン誌、地域ＦＭなどに重点を置きた

いと思います。

●長期計画目標と実行（１０年後のイメージ）について

は自分の年齢だけで考えるのではなく、３０代から９０

代まで幅広い年齢層でよいイメージを考えなくてはな

りません。私は国際大会の研修会で１日トレーニングと

して洗濯機の１０年後のイメージという課題が与えら

れました。洗濯物をたたんで機械から出てくるという

回答をしましたが、業務用ではすでに実現しており、

家庭用ではパナソニックが数年後実現できるようで

す。１０年後は相当進んでいるのです。３年から５年後

のクラブ計画は１０年後を見据えて計画してください。

大谷ガバナースピーチ司会加藤ガバナー補佐

Ⅲ　財団

　寄付額は３年後にはこちらに帰ってまいります。将

来の投資は早くに還元できるので積極的な寄付を奨

励いたします。奉仕の貯金とご理解いただきたいと思

います。

Ⅲ-①ポリオ寄付

　２０年前３５万人の患者数が現在は１０名となりまし

た。ロータリーのおかげでここまで参りました。私の代

で是非０にしたいです。可能性大です。もう少しです。

ご協力お願いいたします。

Ⅲ-③米山記念奨学会寄付

　２０，０００人弱が米山奨学金で日本で勉強しており

ます。世界有数の奨学会です。返還が必要ありません。

勉強を日本に還元してほしい。

　米山奨学生には世界の架け橋になることを私からお

願いしております。

Ⅵ　柔軟性の正しい理解

　３年に一度の２０１６年規定審議会において、世界の

ロータリアンから１５０項目のひとつに例会の回数につい

て可決された柔軟性に関する事項は「例会回数を月２

回以上」と定めました。２回以上とは２回でよいという

解釈もありますが、１６名と少数のあるクラブでは例会

を２回とし残りの２回を会員維持、増強のための自由参

加の懇親会としております。飲食費は各会員負担とし

会場費はクラブで負担しております。各クラブで協議し

積極的総意で行ないますが導入により成果が上がら

なければ意味はありません。試行錯誤も必要なようで

す。柔軟性の導入をチャンスに変えてください。

　説明不足な点もありますが以上が地区活動方針で

あります。ご静聴ありがとうございました。
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例会日 欠席者名会員数 出席 出席％ 欠席

今
後
の
情
報

日　付 時　間 回　数 プログラム内容

前々回

前　回

本　日

３４（１１）

３４（１１）１０月  ３日（火）

１０月１０日（火）

１０月２４日（火）

１０月 ３１日（火）

１１月　 ７日（火）

１１月１１・１２日（火）

１１月  １４日（火）

第５回定例理事会「自分の人生観について」

卓話「米山学友」

移動例会（やまと産業フェア）

振替休会

赤澤・本田・田辺・石井

本田・石髙・戸張・田辺

４

４

８６.６７

８６.２１

２６

２５

２６０８

２６０９

２６１０

２６１１

１０月は、米山月間です。

例年通り、おひとり２万円の寄附をお願いいたし

ます。

◆米山記念奨学委員会／吉岡善一委員長

来る１０月２９日（日曜日）イオンとヨーカドーの間

のところで恒例の献血がございます。朝１０時から

１５時３０分まで午前の部、午後の部とにわけま

すので皆さんふるって参加願います。特に社会奉

仕委員の方は手伝ってください。

◆社会奉仕委員会／赤澤多加志委員長

スマイルボックス報告

相原委員

大谷ガバナー
お出迎え画面

大谷ガバナーいらっしゃいませ 大谷ガバナーを囲んで懇談会

全員でお出迎え 武田会長も出迎えました 大谷Gと加藤AG

伊藤SAA報告 出席報告籾山委員

ご夫人お誕生祝い眞鍋会員 会員お誕生祝い赤澤会員

古川会長エレクトお祝の報告三浦委員

森川ＳＬ大谷ガバナー

幹事報告

◆１０月１７日（火）は取止例

会です。

◆第１回指名委員会を１０月

　２４日（火）１１時４０分例会

前に行います。

【ポスティング】  

・次第  

・週報

・米山　豆辞典

【回覧】

・大和市国際化協会

ＰＡＬ

前回の例会は展覧会のため

欠席をしました。申し訳ありま

せんでした。

一週間の新宿までの電車

通勤でした。

一年半ぶりの電車でした

が、サラリーマンは大変だとつくづく思いました。

大学を卒業後、定年まで会社を勤めますと、電車の

中に約３年～５年いることになります。

とても私には勤まりませんが、日本経済をささえて

いるのは、このサラリーマンの人たちです。

尊敬に値する人たちと、改めて思いました。

ただ、電車の中で人間観察をすると９０％がスマホ

を見ています。

何を見ているのか・・いい大人がゲームか？　本が

売れない訳だ！！

そんな一週間でした。

ありがとうございました。

森川　良三　幹事

本日 ￥２１,０００  累計 ￥２３０,０００

第２６０６回　２０１７年１０月１０日（火）
司　　会／ 伊藤　彦二　会員

Ｓ.　　Ｌ.　／ 森川　良三　会員

斉　　唱／ 「四つのテスト」

ゲ ス　ト／ ＲＩ第２７８０地区ガバナー　

 大谷新一郎様（相模原南ＲＣ）

 ＲＩ第２７８０地区第６Ｇガバナー補佐　

 加藤伸一様（海老名欅RC）

ビジター／ ナシ

会長の時間

委員会報告

◆大谷新一郎様（相模原南ＲＣ）／本日は、ガバナー公式

訪問に参りました。よろしくお願いいたします。

◆加藤伸一様（海老名欅ＲＣ／本日はガバナー公式訪問

でまいりました。よろしくお願い致します。

◆武田茂会長／大谷ガバナー、加藤ガバナー補佐ようこ

そいらっしゃいました。

◆森川良三会員／大谷ガバナー、加藤ガバナー補佐『い

らっしゃい』いつもお疲れ様です。そして、大好きです。

◆森川良三会員／遠くの親類より、いつもそばにいてくれ

た愛犬が亡くなると、よりダメージが大きいかも知れませ

ん。古川ラッキーにスマイルを！！

◆佐々木和夫会員／本日は大谷ガバナー、加藤ガバナー

補佐ようこそおいで下さいました。

◆花岡正会員／大谷ガバナー。加藤ガバナー補佐ようこ

そ大和クラブへの訪問、大々 歓迎いたします。

◆眞鍋藤正会員／ワイフの誕生祝い有難うございます。

◆伊藤健司会員／大谷ガバナー、加藤ガバナー補佐、本

日はよろしくお願いします。

武田　茂　会長

◆石井規子会員／皆様お久しぶりです。ハワイから帰っ

て、休みぐせがついてしまいました。すみません！

◆赤澤多加志会員／誕生日祝いありがとうございます。

◆増正之会員／第２７８０地区ガバナー大谷新一郎様、

第６Ｇガバナー補佐加藤伸一様御苦労様です。

◆井上勝彦会員／大谷地区ガバナー、加藤ガバナー補

佐、お忙しいところ大和ＲＣ訪問ありがとうございます。い

ろいろと御指示お願いいたします。

◆宮東悠会員／大谷ガバナーの公式訪問を楽しみにし

ておりました。本日はよろしくお願い致します。

◆松川清会員／残暑厳しい折、

大谷ガバナー、加藤ガバナー補

佐の公式訪問、有難う御座いま

す。一日宜しく指導お願い致し

ます。

◆松川健治会員／大谷ガバ

ナー、加藤ガバナー補佐。公式訪

問大変楽しみにしていました。

ガバナー・ガバナー補佐と共に

　１０月１９～２０日の日程で友好クラブである花巻

南ＲＣへ、今後の更なる友好と親睦を深めるために

表敬訪問に伺いました。重ね重ねになりますが、２０

１１年より始まったクラブ間の交流は、顔の見える

交流、宮澤賢治の言葉を借りるとすれば、「雨にも

負けず」にあるように、礼を尽くし遠方であろうとも

態々出向くところにこそ、その醍醐味があるのだと

思います。

　閑話休題、今回の訪問団は、武田会長を始めとす

る総勢１０名(メンバー９名、会員奥様１名)でした。

新幹線班(５名)、車両班２班で北上しました。毎回

花巻入りすると東北特有の身を切る寒さを感じるも

のですが、出発当日の大和は冷たい雨が降り気温も

１０℃に届くか否かという気候でしたので反って花

巻の方が暖かく感じたほどでした。例会場であるホ

テル花城に到着すると花巻南RCメンバーの熱烈歓

迎のお出迎え！ 火曜日に北上した武田さん御一

行、水曜日に花巻商工会議所７０周年記念式典に

出席のため花巻入りした宮東さんご夫妻とも無事

合流することが出来ました。

　例会終了後、今回の旅のもう一つの目的である釜

石商工会議所表敬訪問のため一路釜石へ！ 列車

班はＪＲ釜石線、車両班は釜石自動車道を利用し、

車中からですが錦秋の奥羽路を堪能しました。宿

泊は陸中海岸の風光明媚な浪板海岸「花ホテルは

まぎく」。大槌町に建つこのホテルは元々は浪板海

岸観光ホテルと呼ばれていましたが、東日本大震

災で被災、営業停止を余儀なくされ近年リニューア

ルオープンしたばかりのホテルです。私たちが滞在

した部屋は４階部分でしたが津波は何とその４階

まで到達したというから驚くばかりです。(約２０m)

料理は鮑の踊り焼など三陸海岸の海の幸に舌鼓を

打ちました。

　翌２０日は朝から雨模様でしたが、釜石商工会議

所さんとの交流が「雨降って地固まる」になることを

願い商工会議所へ向かいました。表敬訪問は、山

崎釜石商工会議所会頭の挨拶に続き武田会長の

返礼の挨拶、山崎会頭から震災直後の話、被害の

全容、復興事業やその進捗....お話を聞くに付け復

興は未だ道半ばである思いを強く感じました。その

後の懇談会(フリートーク)にも花が咲き１時間をゆ

うに超えて実りある交流になったと感じます。一つ

報告ですが、私たちは震災時に３台の車両(ミニバ

ン１台、軽トラック２台)を支援しましたが、昨夏発生

した台風１０号の影響で岩手県久慈市が甚大な被

害を受け久慈商工会議所所有の車両も全て水に流

されてしまった状況下、その車両の一台(軽トラ)が

久慈市で人々の支

援に一役買ってい

るという嬉しい報

告を受けました。ま

たお土産に岩手県

産の塩蔵ワカメを

訪問メンバー全員にご用意をいただきました。

　あの震災から６年が経過した現在においても、訪

問した釜石市や大槌町では復興が思うように進ま

ない現実と復興住宅の建設や沿線整備事業、

２０１９年におけるラグビーワールドカップの開催な

ど少しずつではありますが、明日への希望も生まれ

ています。私たちもロータリーアンとして、東日本大

震災を決して風化させず、出来ることからの支援を

続けていきたいと思います。                                                       

 伊藤健司

参加メンバー(敬称略)／武田茂、佐々木和夫、森川良三、

宮東悠、宮東いつ子、花岡正、伊藤彦二、吉岡善一、

増正之、伊藤健司 

花巻南RC訪問記

花巻南ＲＣの方々と

P未

情報なし


