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2014 年 7 月 31 日　第 2566 回 例会 
◇ 点　　鍾　12 時 30 分

◇ ロータリーソング『それでこそロータリー』

◇ ゲスト・ビジター紹介

　　　横須賀北 RC 福嶋義信会員

◇ 国際ロータリー会長

　　　　　ゲイリー C.K. ホアン（台北 RC)

◇ 国際ロータリー第 2780 地区ガバナー

　　　　　渡辺　治夫（横須賀 RC)

◇ 国際ロータリー第 2780 地区第 1グループ

　　　　　ガバナー補佐　鈴木　康仁

◇ 三浦ロータリークラブ

　　　　　　　　会　　長：鈴木　正孝

　　　　　　　　副 会 長：土田　成明

　　　　　　　　幹　　事：芹川　直行

◇ 公共イメージ委員会 

　　　　　　　　委 員 長：大石　精一

　　　　　　　　副委員長：木村　謙蔵

　　　　　　　　委　　員：長瀬　六朗

◇ 例会日　毎週木曜日 12 時 30 分点鐘

◇ 例会場　三浦商工会議所 3階ホール

　　　　　 〒238-0243 三浦市三崎２丁目２２番６号

◇ TEL 046(881)5111 　FAX 046(881)3346

◇ website　http://www.miura-rc.jp

 会長報告　鈴木正孝会長

　皆様こんにちは、暑い毎日が
　続いておりますが、お元気に
お過ごしでしょうか。毎年この
時期になると歯が痛くなる方が
多く、毎日のよう来院してきま
す。急に暑くなると体が慣れて
いないので体力と抵抗力が落ち、
弱っている所がいたむようです。
皆様お気を付け下さい。
　今日は横須賀北 RC の福島さん

がお見えになりました。福島さんは芋掘りの時もお
手伝い頂きいつもありがとうございます。今日は多

くの方に出席して頂き何時になく満席になりまし
た。やはり出席者が多いと会が盛り上がり活気が出
て良いですね。
　今日は佐藤周一会員の卓話です。先日、南三陸町
に三浦市からの義援金を届けに行かれました。ロー
タリアンとして、被災時に寄贈した自動車二台がど
のように役に立っているかなど、また現地の状況な
どをお話し頂けると思います。
　また会費の値上げについての総会を例会のなかで
開きますのでご協力をお願いします。
　25 日の水曜日にウォーナンブール派遣団の結団
式に秋本さんと行ってきました。お土産として鉄火
巻きのタオルと祭りのポスターを一人一人にお渡し
しました。今年は 10 名の学生の内男子が１名だっ
たので頑張って負けないようにと声を掛けてきまし
た。帰国後には例会で報告をしてもらう予定です。
　本日の報告は以上です。今日も宜しくお願いします。

2566-1

 幹事報告　
※ 誕生日お祝い・結婚記念日お祝い　なし
※ ロータリーの友
※ 米山奨学セミナー＆カウンセラー会議
※ 地区便覧原稿確認
※ 8 月ＲＩレート　1ドル 102 円、Ｒ財団室ニュース
※ 法人会三浦地区会　
　 米海軍第７艦隊バンドコンサート
　 協賛へのコンサート招待券 10 枚
　 （先着順でお渡ししますので、事務局へお問合せ下さい）

 出席報告　藍田 和男 会員　・会員総数：25 名
　本日出席：18 名　欠席：7名　出席率 72.0%
・MAKE UP　鈴木康仁・鈴木正孝・秋本・松崎・芹川
　高木・笠倉（社会を明るくする運動キャンペーン）　
により、出席率は 100％となります　　　　　　　

ニコニコ BOX 集計報告
 本   日    前回迄   累　計   
ニコニコ 6,000 円 35,000 円 41,000 円
財      団 3,000 円 10,000 円 13,000 円
ポ  リ  オ 2,000 円  14,000 円 16,000 円
米　　山 1,000 円 10,000 円 11,000 円
周　　年 0 円 2,000 円 2,000 円
　 計 12,000 円 71,000 円 83,000 円

 ニコニコ BOX 報告　藍田 和男 会員

 出席報告　藍田 和男 会員　

 委員長報告　
● 社会奉仕委員会　菊池　恵 委員長　

卓話　

● ＜南三陸町を訪問して＞　佐藤 周一 会員

 お話しする時間が少し短かったので、

話足りないこともありましたので、本

文に追加させて頂きます。

祖父準一郎・父克已に継ぎ、佐藤 3代

目として入会させて頂きました。私は

ロータリークラブはリタイアして時間

がたっぷり作れるようになってからの

会と認識しておりましたので、皆様からのお誘いをずっ

とお断りしていました。

 この度、意を決して入会させて頂きましたが、なかなか

出席の予定を立てることが出来ず、出席率が低いことを

衷心よりお詫び申し上げます。今後できるだけ多くの出

席を目指しますが、かなわぬこともあると思います。ど

うか私の忸怩たる思いをご理解ください。

　さて、5～ 6月に多くの皆様に購入していただいた義

援シャツですが、今年は 1089 枚を売り上げ、55 万円も

の義援金を作ることが出来ました。

去年は吉田市長が南三陸町を訪問し義援金を手渡しまし

たが、今年は義援シャツ実行委員会である、三浦市職員

厚生会・（協）三浦市商店会連合会・三浦商工会議所の代

表として 7月 27・28 日に訪問して、佐藤仁町長と面談し

目録を手渡してまいりました。

　前日の夕方に南三陸町に到着し、とても大きいホテル

観洋にチェックインしました。客室の窓から一望の志津

川湾には、牡蠣・ワカメ・アワビ等々の養殖のガン玉が

整然と並んでいました。3年前の津波ですべて流された

ものが復旧されているのを見て、この間の皆様のご努力

に目頭が熱くなりました。町の基幹産業である養殖や漁

に関してはほぼ震災前のレベルにもどっているそうです。

　川に沿って 4ｋｍ以上上流まで津波は到達し、魚市場・

加工場・町役場・県の庁舎・住宅等がすべて流され、特

に港周辺は甚大な被害を受けました。公立志津川病院も

3階まで津波に襲われ患者さんや医療従事者の方々が大

勢亡くなりました。すぐ隣にあった町の防災庁舎には地

震と同時に、佐藤町長始め多くの職員が集まり対策の協

議を始めていました。

　当初の津波情報では 6ｍとのことでしたので割と安心

していたそうです。その後情報が途絶え津波が見えた時

はあまりの巨大さに皆声を失ったそうです。防災庁舎に

いた職員や消防・警察官の皆さんが上へ上へと逃げたそ

うですが、屋上に上がれた人達だけが、水をかぶりなが

らも九死に一生を得ました。この庁舎でも 30 有余名の職

員の方が亡くなりました。心よりご冥福をお祈りします。

　そのすぐ隣にあった高野会館という施設では、お年寄

り向けの芸能ショーが開催されていて 400 人以上の人が

集まっていました。施設の責任者の方が玄関で通せんぼ

をして、お客さんを出さずに 4階さらに屋上にあげまし

た。そのおかげで 360 人の方は生還できたそうですが、

通せんぼを潜り抜けて外に出ていった方々は、皆さんお

亡くなりになったと聞きました。

　翌朝屋上からおりた町長さんたちは、小高い丘の上に

あるベイサイドアリーナにたどり着き避難救護所・対策

本部を立ち上げましたが、それからが本当のご苦労が始

まったものと思います。

　私が訪問した時は、町として山の土地を購入あるいは

寄付を受け、病院用地や住宅用地を決定することができ

たので、山を削って地盤沈下した地域のかさ上げ工事が

行われ始めていて、走行している車の 10 台に 8台がダン

プカーという、復興まっしぐらでした。

　三浦ロータリークラブで寄贈した 2台の車は、1台は

給食調場、もう 1台は山の方の公民館できれいに使われ

ていました。仙台にもこの車で行っているので、三浦ロー

タリークラブを宣伝しているよと言っていただきました。

　最後に東日本大震災で犠牲になられた方々のご冥福と

一日も早い復興を衷心よりお祈り申し上げます。    

2566-2

・横須賀北ＲＣ 福嶋義信会員　暑中お見舞い申し上げます。

・星野　雄　横須賀北クラブ 福嶋様、ようこそ三浦クラブに。

　お楽しみください。

　佐藤会員、本日卓話楽しみにしています。

・佐藤周一　本日は拙い話を失礼します。

・秋本清道　福嶋さん、お祭りの写真ありがとうございます。

・笠倉正弘　佐藤周一（しゅうちゃん）会員、本日の卓話、　

　楽しみにしています。

・佐藤国彦　先週欠席して申し訳ございませんでした。毎週

　出席できるよう頑張ります。
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2014 年 7 月 31 日　第 2566 回 例会 
◇ 点　　鍾　12 時 30 分

◇ ロータリーソング『それでこそロータリー』

◇ ゲスト・ビジター紹介

　　　横須賀北 RC 福嶋義信会員

◇ 国際ロータリー会長

　　　　　ゲイリー C.K. ホアン（台北 RC)

◇ 国際ロータリー第 2780 地区ガバナー

　　　　　渡辺　治夫（横須賀 RC)

◇ 国際ロータリー第 2780 地区第 1グループ

　　　　　ガバナー補佐　鈴木　康仁

◇ 三浦ロータリークラブ

　　　　　　　　会　　長：鈴木　正孝

　　　　　　　　副 会 長：土田　成明

　　　　　　　　幹　　事：芹川　直行

◇ 公共イメージ委員会 

　　　　　　　　委 員 長：大石　精一

　　　　　　　　副委員長：木村　謙蔵

　　　　　　　　委　　員：長瀬　六朗

◇ 例会日　毎週木曜日 12 時 30 分点鐘

◇ 例会場　三浦商工会議所 3階ホール

　　　　　 〒238-0243 三浦市三崎２丁目２２番６号

◇ TEL 046(881)5111 　FAX 046(881)3346

◇ website　http://www.miura-rc.jp

 会長報告　鈴木正孝会長

　皆様こんにちは、暑い毎日が
　続いておりますが、お元気に
お過ごしでしょうか。毎年この
時期になると歯が痛くなる方が
多く、毎日のよう来院してきま
す。急に暑くなると体が慣れて
いないので体力と抵抗力が落ち、
弱っている所がいたむようです。
皆様お気を付け下さい。
　今日は横須賀北 RC の福島さん

がお見えになりました。福島さんは芋掘りの時もお
手伝い頂きいつもありがとうございます。今日は多

くの方に出席して頂き何時になく満席になりまし
た。やはり出席者が多いと会が盛り上がり活気が出
て良いですね。
　今日は佐藤周一会員の卓話です。先日、南三陸町
に三浦市からの義援金を届けに行かれました。ロー
タリアンとして、被災時に寄贈した自動車二台がど
のように役に立っているかなど、また現地の状況な
どをお話し頂けると思います。
　また会費の値上げについての総会を例会のなかで
開きますのでご協力をお願いします。
　25 日の水曜日にウォーナンブール派遣団の結団
式に秋本さんと行ってきました。お土産として鉄火
巻きのタオルと祭りのポスターを一人一人にお渡し
しました。今年は 10 名の学生の内男子が１名だっ
たので頑張って負けないようにと声を掛けてきまし
た。帰国後には例会で報告をしてもらう予定です。
　本日の報告は以上です。今日も宜しくお願いします。
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 幹事報告　
※ 誕生日お祝い・結婚記念日お祝い　なし
※ ロータリーの友
※ 米山奨学セミナー＆カウンセラー会議
※ 地区便覧原稿確認
※ 8 月ＲＩレート　1ドル 102 円、Ｒ財団室ニュース
※ 法人会三浦地区会　
　 米海軍第７艦隊バンドコンサート
　 協賛へのコンサート招待券 10 枚
　 （先着順でお渡ししますので、事務局へお問合せ下さい）

 出席報告　藍田 和男 会員　・会員総数：25 名
　本日出席：18 名　欠席：7名　出席率 72.0%
・MAKE UP　鈴木康仁・鈴木正孝・秋本・松崎・芹川
　高木・笠倉（社会を明るくする運動キャンペーン）　
により、出席率は 100％となります　　　　　　　

ニコニコ BOX 集計報告
 本   日    前回迄   累　計   
ニコニコ 6,000 円 35,000 円 41,000 円
財      団 3,000 円 10,000 円 13,000 円
ポ  リ  オ 2,000 円  14,000 円 16,000 円
米　　山 1,000 円 10,000 円 11,000 円
周　　年 0 円 2,000 円 2,000 円
　 計 12,000 円 71,000 円 83,000 円

 ニコニコ BOX 報告　藍田 和男 会員

 出席報告　藍田 和男 会員　

 委員長報告　
● 社会奉仕委員会　菊池　恵 委員長　

卓話　

● ＜南三陸町を訪問して＞　佐藤 周一 会員

 お話しする時間が少し短かったので、

話足りないこともありましたので、本

文に追加させて頂きます。

祖父準一郎・父克已に継ぎ、佐藤 3代

目として入会させて頂きました。私は

ロータリークラブはリタイアして時間

がたっぷり作れるようになってからの

会と認識しておりましたので、皆様からのお誘いをずっ

とお断りしていました。

 この度、意を決して入会させて頂きましたが、なかなか

出席の予定を立てることが出来ず、出席率が低いことを

衷心よりお詫び申し上げます。今後できるだけ多くの出

席を目指しますが、かなわぬこともあると思います。ど

うか私の忸怩たる思いをご理解ください。

　さて、5～ 6月に多くの皆様に購入していただいた義

援シャツですが、今年は 1089 枚を売り上げ、55 万円も

の義援金を作ることが出来ました。

去年は吉田市長が南三陸町を訪問し義援金を手渡しまし

たが、今年は義援シャツ実行委員会である、三浦市職員

厚生会・（協）三浦市商店会連合会・三浦商工会議所の代

表として 7月 27・28 日に訪問して、佐藤仁町長と面談し

目録を手渡してまいりました。

　前日の夕方に南三陸町に到着し、とても大きいホテル

観洋にチェックインしました。客室の窓から一望の志津

川湾には、牡蠣・ワカメ・アワビ等々の養殖のガン玉が

整然と並んでいました。3年前の津波ですべて流された

ものが復旧されているのを見て、この間の皆様のご努力

に目頭が熱くなりました。町の基幹産業である養殖や漁

に関してはほぼ震災前のレベルにもどっているそうです。

　川に沿って 4ｋｍ以上上流まで津波は到達し、魚市場・

加工場・町役場・県の庁舎・住宅等がすべて流され、特

に港周辺は甚大な被害を受けました。公立志津川病院も

3階まで津波に襲われ患者さんや医療従事者の方々が大

勢亡くなりました。すぐ隣にあった町の防災庁舎には地

震と同時に、佐藤町長始め多くの職員が集まり対策の協

議を始めていました。

　当初の津波情報では 6ｍとのことでしたので割と安心

していたそうです。その後情報が途絶え津波が見えた時

はあまりの巨大さに皆声を失ったそうです。防災庁舎に

いた職員や消防・警察官の皆さんが上へ上へと逃げたそ

うですが、屋上に上がれた人達だけが、水をかぶりなが

らも九死に一生を得ました。この庁舎でも 30 有余名の職

員の方が亡くなりました。心よりご冥福をお祈りします。

　そのすぐ隣にあった高野会館という施設では、お年寄

り向けの芸能ショーが開催されていて 400 人以上の人が

集まっていました。施設の責任者の方が玄関で通せんぼ

をして、お客さんを出さずに 4階さらに屋上にあげまし

た。そのおかげで 360 人の方は生還できたそうですが、

通せんぼを潜り抜けて外に出ていった方々は、皆さんお

亡くなりになったと聞きました。

　翌朝屋上からおりた町長さんたちは、小高い丘の上に

あるベイサイドアリーナにたどり着き避難救護所・対策

本部を立ち上げましたが、それからが本当のご苦労が始

まったものと思います。

　私が訪問した時は、町として山の土地を購入あるいは

寄付を受け、病院用地や住宅用地を決定することができ

たので、山を削って地盤沈下した地域のかさ上げ工事が

行われ始めていて、走行している車の 10 台に 8台がダン

プカーという、復興まっしぐらでした。

　三浦ロータリークラブで寄贈した 2台の車は、1台は

給食調場、もう 1台は山の方の公民館できれいに使われ

ていました。仙台にもこの車で行っているので、三浦ロー

タリークラブを宣伝しているよと言っていただきました。

　最後に東日本大震災で犠牲になられた方々のご冥福と

一日も早い復興を衷心よりお祈り申し上げます。    

2566-2

・横須賀北ＲＣ 福嶋義信会員　暑中お見舞い申し上げます。

・星野　雄　横須賀北クラブ 福嶋様、ようこそ三浦クラブに。

　お楽しみください。

　佐藤会員、本日卓話楽しみにしています。

・佐藤周一　本日は拙い話を失礼します。

・秋本清道　福嶋さん、お祭りの写真ありがとうございます。

・笠倉正弘　佐藤周一（しゅうちゃん）会員、本日の卓話、　

　楽しみにしています。

・佐藤国彦　先週欠席して申し訳ございませんでした。毎週

　出席できるよう頑張ります。
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