
会長：蔭山好信　/　幹事：稲垣功一 ： 例会日：木曜日

クラブ会報委員会 ： 午後 12:30開会

　　　　　委員長：境野 登章 ： 会.....場：ベルヴィアイトピア

　　　　　 副委員長：大谷浩一/ 古沢勇治

第２１９９回 第 三 十 四 回 例会 （2011年 4月 7日）

去る３月１１日、マグニチュード９・０の地震が発生したばかりでなく、３５メートルを超える津波による被害、

そして福島第一原発からの放射能漏れ事故等々、東日本の太平洋沿岸が前代未聞の災害に見舞われました。

幸いにして行田ロータリークラブのメンバーには物的な被害が発生したものの人的な被害は無く、一応の安心を

したのではありましたが、行田ロータリークラブとしてこの事態に対処すべく、５月に予定していた親睦旅行を中止し、

そのための費用１００万円を義援金として用立てることといたし、３月３１日、日本赤十字の行田支部長である

行田市長に渡してきました。この地震による災害復興には、未だ多くの労力と時間を要すると思われますので、

上記の義援金で終わりということではなく、今後も２次・３次と何等かの支援を続けていきたいと考えております。

☆ 震災で亡くなられた方に黙祷

☆ 点鐘

☆ 国歌斉唱　君が代

☆ ロータリーソング斉唱　第1週　奉仕の理想

☆ 四つのテスト唱和

☆ 会長報告　 .....蔭山好信会長

☆ 結婚・誕生祝い

☆ 幹事報告... ....稲垣功一幹事

☆ 委員会報告

☆ 本日の卓話 　
☆ 謝辞

☆ 出席・スマイル報告

☆ 点鐘

点鐘 会長報告



★ 会長報告　　　蔭山好信会長
４週間ぶりの例会となりました。３月１０日の例会でニュージーランドの大地震被害に対する義援金を送りたい旨

話したところ、翌１１日に、これまで経験したことの無い大災害が発生いたしました。

マグニチュード９・０の地震に襲われたばかりでなく、３５メートルを超える津波、そして福島第一原発からの放射能漏れ

事故といった前代未聞の事態が発生し、ニュージーランドへの支援どころか、逆に全世界から日本が支援を受けなければ

ならないこととなってしまいました。その様な中、台湾城中ロータリークラブの会長謝炎盛氏から、個人的な義援金として、

行田ロータリーを通じて災害復興に役立てて欲しいとのことで、３００万円が送金されてまいりました。ロータリーの友情に

感謝するばかりであります。また当クラブのメンバーには、何人かの方に物的な被害が発生した旨報告が入っております

が、人的な被害が無かったことに胸をなでおろしております。

例会が３回続けて休会となった間、２回の理事会を開催し、いくつかの課題について協議してまいりました。

詳しくは幹事から報告がありますが、その中の重要な点は、まず親睦旅行を中止にしたことです。

そして親睦旅行用の費用から１００万円を義援金として提供する旨臨時理事会において承認を得ましたので、

去る３月３１日、日本赤十字の行田支部長である行田市長に、１００万円を渡してまいりました。

この地震による災害からの復興には、未だ多くの期間と労力を要すると思われますので、義援金を渡せば足りるということ

ではなく、今後も何らかの形で支援を続けたいと考えておりましたところ、当クラブのメンバーである飯田さんから「石巻市

で復旧活動をしているが、ボランティアが圧倒的に不足していて災害復興が進まない。ロータリーでバスをチャーターして

、ボランティアを送ってもらえないか。」との連絡がありましたので、更に緊急理事会を開き、謝さんから戴いた３００万円の

使途や石巻にボランティアを送ることにつき協議をいたしましたところ、まずは鈴木さんに実情を見てきてもらい、その後に

結論を出そうということになりました。しかし鈴木さんから被災地の現状を聞き、被災者の方々に一日でも早く救済の手を差

し伸べるべきだと考え、ボランティアの派遣について市と相談したところ、市長へも石巻市の社会福祉協議会から救援要

請が来ているとのことで、早速４月８日にボランティアとして送る市の職員３０名を選任し、また行田市清掃組合へも話して

、バキュームカー１台を送ってくれることとなりましたので、当クラブでもチャーターバスやスコップ・土嚢等を早急に用意す

るため、独断では有りましたがその手配を完了し、明日午後８時にボランティアバスを発車させることといたしました。

この件につき、事後の決議となってしまいましたが、本日理事会の承認を得ましたので、改めてお礼申し上げます。

また本日は、もっと他にも何かできることがあるのではないかと考え、被災者支援について協議するためのクラブフォーラム

とし、飯田さんや鈴木さんから現況の報告をしてもらうと共に、皆様方のご意見をお聞きし、実現可能なことはすぐにでも

実行したいと考えておりますので、忌憚の無いご意見をお待ちしております。

尚、災害支援委員会を臨時に立ち上げさせていただきますので、ご了承下さい。

★　結婚・誕生祝い 
結婚祝い 誕生祝い

※ 結婚・誕生祝いを代表して、

....清水治雄会員にご挨拶をして頂きます。

本日は、お祝いを頂きありがとうございました。

結婚して、44年経ちました。

昔は喧嘩もしましが、現在は喧嘩もなく愛を感じるように

なってきたように思います。

１日１日が早く感じ、時間を大切に使おうと思います。

今後とも宜しくお願い致します。



★ 幹事報告　　　　　　　　　　　　稲垣功一幹事
皆さんこんにちは。３月１０日の例会以来１ヶ月ぶりの例会です。

皆様、いかがだったでしょうか。このたびの３月１１日の東日本大震災で

被災に遭われた方々に心よりお見舞い申し上げます。又私達も出来る事は

協力して被災地の復興の役に立ちたいと思いますので御協力をおねがい

いたします。今日は報告事項が多いので早速報告いたします。

※３月１７日、２４日の例会は東日本大震災の被災等の諸事情により

...中止いたしました。３月３１日の例会は定款により休会といたしました。

※地区ガバナ―事務所より地区大会、晩餐会、地区ゴルフ大会、ＧＳＥ・

...オーストラリアチ―ム来日中止との案内がありました。

※東日本大震災被災地区に対する義援金についてのお願い

※2010～2011年　ＷＣＳ支援金の振込みについてのお願い

※行田ライオンズクラブからチャリティゴルフ大会中止の案内がありました。

※３月１４日、白河ロータリークラブの新妻会長・渡邊幹事と連絡を取り、「出来る事はなんでもするので遠慮なく言って

...ください」と伝えました。

※３月１５日、桑名北ロータリークラブの水谷会長・杉本幹事より連絡がありました。「出来る事は何でもするので、

...遠慮なく言ってください」とのです。

※地区ガバナ―補佐より、第５回会長・幹事会は中止との連絡。

※山田会員を通じて、台北城中ロータリークラブの謝炎盛氏より義援金の申し出がありました。

※３月３１日、行田ロータリークラブより東日本大震災への義援金にと、蔭山会長が行田市長様に手渡しいたしました。

※飯田会員より、被災地の石巻においてボランティアの人員が不足しているので、何とかしていただきたいと申し出が

...ありました。

※３月２４日に臨時理事会、３月３１日に緊急理事会がありました。詳しくはこの後報告いたします。

※３月１０日、例会終了後にプロバスクラブの設立準備委員会が開かれました。

※３月２８日、親睦委員会の炉辺が開かれました。

３月２４日臨時理事会報告
※4月例会プログラム変更承認の件。地区大会中止のため、４月７日のクラブフォ―ラムの内容変更。

※親睦旅行変更承認の件。親睦旅行は一旦中止する。

※東日本大震災被災地区に対する義援金承認の件。親睦旅行を中止し予算の一部を義援金として市に持参（100万円）

※姉妹クラブの白川ＲＣ支援承認の件。被災状況をみて、支援またはお見舞い金を送る

※プロバスクラブ設立に関する件。今は会員募集等の時期では無いので。延期。別途設立基金を設けて、支援する。

※台北城中ロータリークラブの謝炎盛氏よりの義援金は（300万円）地区ガバナ―　　　事務所を通じて義援金とする。

※例会時義援金の募金箱を設け積極的に募金を募る

※城中ロータリークラブ謝炎盛氏よりの義援金用途変更の件。３月２４日臨時理事会において２５７０地区ガバナ―事務所

...を通じて義援金として使用予定だったが、今回宮城県石巻地区へのボランティア派遣費用として、使わせて頂きます。

※宮城県石巻地区にボランティア派遣について。飯田会員より石巻地区でボランティアが不足しているので、何とかして

...いただきたいとの申し出がありました。１号２号議案とも、鈴木会員が現地視察し状況を確認してから結論を出す。４月

定例理事会
※被災地宮城県石巻にボランティア派遣バスを出す件。

※台北城中ロータリークラブ謝炎盛氏よりの義援金の使用目的変更の件。

※３月理事会議事録・３月臨時理事会・３月臨時理事会議事録承認の件。

※５月例会プログラム承認の件。

※さきたま火祭り協賛の件。

以上、すべて可決されました。

★ 委員会報告

※ 親睦委員会　.........................宮内廣介会員

ロータリーの友、３月号と４月号の読み処の紹介がありました。



★ 本日の卓話　 

クラブフォーラム　地震被災者の支援について。
※石巻市でボランティア活動をしている飯田会員より、

...現場での状況や支援活動についてのお話がありました。

※石巻市に視察に行った鈴木会員より、

...石巻市の現状の報告がありました。

★ 謝辞　蔭山好信会長
お二人のお話に、大変感動しました。義援金を募る箱を置いておきますので、どうぞ宜しくお願い致します。

★ 出席・スマイル委員会 

★ 出席状況報告...............................................　　　　　　石渡健司委員

T ・ 正 会 員 数 58名

A ・ 85年規定承認者 12名

A ・ 理事会欠席承認者 0名

P ・ 本 日 の 出 席 者 36名

B ・ 各承認者の例会出席者 6名

MU ・ 本日のメーキャップ者 7名

本 日 の 出 席 率 82.6％

★ にこにこ報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　石渡健司委員

● 蔭山会長 東日本大震災に対しお見舞い申し上げます。

● 稲垣幹事 被災を受けた皆様、一緒にがんばりましょう

● 宮内会員 家内の誕生祝有難うございました。

● 同文 小山会員、永島会員、稲垣会員、阿部会員、武田会員、小川会員、清水治雄会員、小菅会員

● 黒渕会員 鈴木貴大会員被災地下見ご苦労様でした。

● 鈴木貴大会員 がんばれ　東北　　がんばれ　日本。

● 小山会員 昨日、アメリカの子供たちが遠足を止めて、日本の震災へ送るというテレビをみて、
思わず涙いたしました。

● 飯田会員 ありがとうございます。

● 石渡会員 ３月１６日震災の中、女の子の孫が生まれました。

● 鈴木克枝会員
父、栄葬儀の際には過分なお心遣いを賜り、有難うございました。
七光りを失ってしまいましたが、お引き立てご指導のほどお願い申し上げます。

● 清水義夫会員 義援金の１部にして下さい。

● 野口会員 久しぶりの例会良かったです。

● 小椋会員 すみません早退いたします。

● 富田会員 東日本大震災に対しお見舞い申し上げます。

● 以下同文
小林会員、山本会員、井上会員、内山会員、橋本会員、小沢会員、湯本会員、大野会員

古沢会員、柿沼会員、鴨田会員、石塚会員、中島会員、小池会員、坂本会員、武笠会員

● 本日のニコニコ　77,０００円 頂きました。ありがとうございました。（順不同にて報告しました。）

★ 点鐘
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