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「人類に奉仕するロータリー」

2016-17年度 RI会長／ジョン・ジャーム　　RI.D2590ガバナー／高 良 　 明 　　横浜旭RC会長／青木　邦弘
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毎週水曜日／12時30分～１時30分

な作業を忘れる手紙を頂きました。宇城ロー

タリークラ本日の今日の卓話は作守さん、土

谷さんによる特別卓話です。

２）旭高校の生徒へのインターアクトクラブ

の説明会を 31 日午後 4 時から現インターアク

ト委員長、次期委員長ともに伺うことになり

ました。

３）事務所移転につきまして、26 日金曜内田

さんと作業を行いました。29 日コピー機の入

れ替えがありました。パソコンの移動も行い

ました。ゴミは太田さんの倉庫で処分して頂

きました。カーペットは最後の業者にお願い

する事にしました。

４）相撲観戦 10,000 円の会費の残 4,960 円、

災害復興支援積立金に寄付しました。

■幹事報告　　　
１）例会臨時変更のお知らせ

○横浜緑ロータリークラブ

日時　６月 14 日㈬→ 15 日㈭期末懇親会

　　　点鐘　午後６時 30 分

場所　熱海大観荘　℡ 0557-81-8137

日時　６月 21 日㈬夜間移動例会

　　　台北怡東 RC 歓迎会

　　　点鐘午後６時 30 分

場所　きじま新横浜プリンスホテル店

　　　℡ 045-470-0828

■司　　会　副 SAA　内田　　敏

■開会点鐘　会　長　青木　邦弘

■斉　　唱　奉仕の理想

■出席報告

■本日の欠席者
斉藤

■ビジター
久米　真浩様

（第 5G ガバナー補佐・新横浜 RC）

■ゲスト
作守　順子様（宇土 RC）

土谷　壮司様（宇城 RC）

■会長報告　　　
○地区関係　１）昨日 18 時 30 分から第 5 グ

ループの次年度会長、幹事を含めた会議がお

行われました。次年度の会長、幹事は頑張っ

て下さい。

○クラブ関係

１）今日は熊本被災地作守さん、土谷さんか

がおみえになりました。熊本支援には多くの

ロータリアンが係りました。自転車を送るに

あたり、岩沼 RC、新横浜 RC そして瀬谷 RC に

は作業のお手伝いを戴きました。有難うござ

いました。土谷さんから頂いた手紙は、大変

本日の出席数         25 名

本日の出席率 　96.15％ 修正出席率        95.83％

会員数　 　 　    30 名
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遠方までご出席いただき有り難うございます。

関口　友宏／①宇土RC作守様、宇城RC土谷様、

遠路ようこそ。②久米 G 補佐、ご苦労様です。

もう少しですね。

今野　丁三／宇土 RC 作守様、宇城 RC 土谷様

はるばる横浜旭 RC までお越し頂きまして有難

うございます。

大川　伸一／作守様、土谷様、遠路はるばる

ようこそいらっしゃいました。

五十嵐　正／①宇土 RC 作守様、宇城 RC 土谷

様、本日は遠い所お越し頂き有難うございま

す。ご報告よろしくお願いします。②太田幸

治さん、先日の相撲観戦ではお世話になりま

した。有難うございました。

内田　　敏／①宇土RC作守様、宇城RC土谷様、

本日の卓話よろしくお願い致します。②第 5G

ガバナー補佐久米様ようこそ！

安藤　公一／①宇土 RC 作守様、宇城 RC 土谷

様、本日の卓話宜しくお願い致します。お土

産美味しく頂きました。②久米ガバナー補佐

様、ようこそいらっしゃいました。

滝澤　　亮／①本日は宇土 RC 作守様、宇城

RC 土谷様、卓話よろしくお願い致します。②

日曜日にまた転んで骨を痛めたようです。明

日旭中央病院に行ってきます。

新川　　尚／①宇土RC作守様、宇城RC土谷様、

卓話宜しくお願い致します。②久米 G 補佐よ

うこそ！

吉原　則光／５月の最後の例会に、遠路熊本

から土谷様、作守様をお迎えしての素晴らし

い集いになると思います。よろしくお願いし

ます。

鈴木　茂之／みなさん、こんにちは。本日の

卓話宇土 RC 作守様、宇城 RC 土谷様、よろし

くお願いいたします。お土産ありがとうござ

います。

市川　慎二／①宇土RC作守様、宇城RC土谷様、

ようこそ。②久米ガバナー補佐、いつもお世

話になっております。

二宮麻理子・二宮　登／宇土 RC 作守様、宇城

RC 土谷様ようこそいらっしゃいました。卓話

よろしくお願いいたします。

後藤　英則／宇土 RC 作守様、宇城 RC 土谷様

ようこそいらっしゃいました。

兵藤　哲夫／お菓子ありがとう！
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２）当クラブ

日時　６月７日㈬午後６時 30 分～

　　　新旧合同理事会

場所　仕立屋

■久米ガバナー補佐久米真浩様より　　　　
　横浜旭 RC の皆様には一年間大変お世話にな

りました。地区からはお願いする事が多く心

苦しい限りですが、皆様のご理解ご協力とも

と一年間の任期を全うする事が出来そうです。

有難うございました。７月１日になっても忘

れないでください。

■次年度幹事報告　　　　　　　田川　富男

　5/29、新横浜国際ホテルにおきまして、第

5 グループ現会長幹事及び次年度会長幹事の

合同会に出席いたしました。それぞれに慰労

と激励の言葉を頂きました。次年度計画書を

提出されていない委員会の提出をお願い致し

ます。第 2 回目のクラブ協議会は 6/7 例会後

に開催です。御協力のほどお願い申し上げま

す。

■ニコニコ BOX（会員敬称略）

作守順子様・土谷壮司様（宇土 RC・宇城 RC）

／横浜旭 RC の皆様、本日は貴重なお時間を頂

き誠に有難うございます。熊本地震の際は大

変おせわになりました。ご支援を頂き宇土市、

宇城市を代表してお礼申し上げます。

久米真浩様（新横浜 RC）／①日頃より地区活

動にご理解、ご協力を賜り感謝申し上げます。

今年度も残すところあと 1 か月になりました。

一年間大変お世話になりました。② 2720 地区

作守様土谷様、遠路はるばるようこそお越し

下さいました。本日は宜しくお願い致します。

青木　邦弘／①熊本から作守様、土谷様、本

日はご来訪ありがとうございます。②久米ガ

バナー補佐一年間ありがとうございました。

北澤　正浩／①宇土RC作守様、宇城RC土谷様、

ようこそ横浜旭 RC においで下さいました。②

久米ガバナー補佐、先日の会長幹事会では遅

刻してしまい申し訳ございません。

佐藤真吾・佐藤利明／①宇土 RC 作守様、宇城

RC 土谷様、遠いところご苦労様です。②久米

ガバナー補佐ご苦労様です。

岡田　清七／宇土 RC 作守様、宇城 RC 土谷様

ようこそ。

太田　勝典／宇土 RC 作守様、宇城 RC 土谷様
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■熊本地震の上映、報告
　　　　　　　　　　　　　　土谷　壮司様

 

　横浜旭ロータリークラブの皆様、こんにち

は。本日は、貴重なお時間を頂戴し誠にあり

がとうございます。

　私は 2720 地区熊本県の宇城ロータリークラ

ブに所属しております。地区の米山資金推進

委員長クラブの幹事をさせていただいており

ます。ロータリー歴は 14 年 6 ヶ月職業分類は

とび・土工工事業でございます。本来ならば、

クラブ会長がこの場に立ち皆様に支援頂いた

お礼を述べるところでございますが、わたく

し幹事が代理を務めさせていただくことをお

許しください。

　平成 28 年熊本の大地を大きく揺らした熊本

地震が４月 14 日発生しました。未曾有の出

来事にただただ冷静を保つ事が精一杯でした。

来る日も来る日も余震におびえていた記憶が

よみがえります。そんな中、宇土ロータリー

クラブの作守さんから電話をいただきました。

内容は 10 月 22 日熊本の JR コンテナ基地に自

転車取りに行って ! という電話でした。だい

たい男勝りな彼女はいつも唐突にものを話し

ます。はい ? 自転車 ? と私が聞くと話の発端

から説明をしてくれました。

　そして、コンテナ基地にいきコンテナの封

印を切って扉をあけるわけですが、開けた瞬

間、そこにいた人間は皆おおッーと歓声をあ

げました。ぎっしりと丁寧に積み込まれた自

転車を見て積み込みは相当たいへんだったに

ちがいない、そう思いました。そして、トラッ

クに積み込み宇城市に運んだわけですが、組

み立てるとき錆びたネジを見て胸が熱くなり

ました。少し整備の経験がある私にはそのご

苦労は目に見えてくるものがありました

　ガムテープに番号を書いてくれてあり各

パーツに貼ってありました。部品を合わせて

組み立てるのは、おかげで簡単な作業になり

ました。単に、放置自転車を熊本に送ったと

文字にすれば何もみえてこないようですが、

実際目の当たりにし組み立て、そして困って

いる人にそれが届けられた瞬間を見たら、単

に文字だけで語れなくなる思いさえいたしま

した。

　皆様方に、ご支援いただき、鑑みて東日本

大震災の事を思い出しました。われわれは、

何かしたのか私は何かできたのか自問自答し

そして恥ずかしくなりそして、出来なかった、

しなかった、小銭を、それも人がやっている

募金活動にただ便乗しただけでした。ロータ

リアンとしても人間としても恥ずかしく情け

ないと心が痛みました。全国から支援を受け

る受ければ受けるほど、時をさかのぼり反省

する自分がいました

　熊本地震直後、５年前の恩返しと書かれた

トラックが被災地にやってきました。大渋滞

の交通がマヒした中を３日寝ずにやってきて

くれました。感謝してもしきれません。運転

手さんに聞いたら俺もいっしょだよ、阪神の

時、なにもできなかったからと満面の笑顔で

さらりと言ってくれました。

　今度が有ってはいけませんが、 次は私の出番

だぞと私は固くそう思いました。 皆様に支援頂い

たことを字城市民はすごく感謝しております。 きっ

と、 忘れる事はないと思います。 そして感謝して

いる皆さんからメッセージをお預かりしてまいりまし

たので見ていただけたらと思います。 ビデオにう

つる　

■熊本地震～近況報告
　　　　　　　　　　　　　　作守　順子様
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　今、ロータリーとして何ができるのか？

　地震後のすぐの例会は、メンバーの安否確

認。皆んな被災はしているものの、無事！集

まれるものだけで集まってみよう。

　宇土市役所が倒壊寸前、行政の機能もほぼ

ストップしている！ロータリーとして何がで

きるのか ? まずは、行政を助けよう！何か私

たちにできることはありませんか ?

　市役所の本庁舎が使えないので、市民体育

館ほか、３箇所を緊急的に庁舎代わりに使っ

ていました。役所から SOS を受けて、パソコ

ン 20 台を至急手配し、5/2 仮庁舎に搬入。宇

土市長、元松茂樹市長へパソコン 20 台贈呈。

　又、他の復興支援活動として…宇土市立鶴

城学校陸上部にベンチコート 10 着の寄贈。

　これは、14 日、16 日の地震の後、中学校の

体育館に避難された市民が、寒いと震えてい

たので陸上部のベンチコート 17 着を貸し出し

たところ７着しか、戻ってこなかったとのこ

と、これからの青少年の活躍を期待して、学

校側の恩赦に応えて、寄贈します。他にも、

城南町にある天文台の修理代の一部に寄附を

しました。まだ、皆さんからいただいた支援

金はこれから必要とされる事業に大切に活用

させていただきます！

○熊本地震支援プロジェクト

再利用可能な放置自転車を被災地に送ろう！

　このプロジェクトは横浜旭ロータリークラ

ブが主となり、横浜市が放置自転車の内、期

間内に引き取りがない自転車のうち、再利用

が可能な自転車を無料で払い下げ、横浜旭ロー

タリークラブ、横浜瀬谷ロータリークラブ、

新横浜ロータリークラブ、宮城県の岩沼ロー

タリークラブ、マニラ友好委員会が輸送手続

き、横浜から熊本駅までの輸送にかかる経費

等を協力し合い、熊本県に JR 貨物車を利用し

送ってくれた。到着した自転車を地元の宇土

RC、宇城 RC が熊本の JR 貨物車ターミナルま

で４トントラックをチャーターして引き取り、

それぞれの所在する市役所にて点検をした後、

贈呈した。ロータリークラブが友好の輪を利

用しての、災地に支援を届けるバトンをつな

いだ事業である。第１便50台が 10月 22日に、

第 2便 52 台が 11 月 20 日到着した。

～全国のロータリアンから当地区に寄せられ

た義援金を活用させてもらって～

①仮設住宅はとても暗く夜は足元が危険だと

聞き、ソーラー式の外灯を７本と、宇土市の

名所である船場橋の際に１本、ソーラー式の

外灯を設置しました。仮設住宅の玄関は暗く

手元も見えない、鍵を開けるのも一苦労だと

聞き、ソーラー式センサーライトを 83 箇所に

設置しました。

　又、仮設住宅のトイレにウォシュレットが

欲しいという要望を聞き、宇土市、熊本市南

区富合町、城南町、東区秋津町の仮設住宅

120 箇所にウォシュレットを設置しました。

　上記の施工はすべて、被災された地元の業

者さんにお願いし、被災された方々の職業を

サポートする取り組みにもなりました。
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②仮設住宅で不自由な生活を強いられている

子どもたちに少しでも、楽しんでもらおうと

旅行プロジェクトを立案いたしました．

　当初は子どもたちだけの旅行を考えており

ましたが、４月の地震以降，地震の影響はな

かったものの風評被害を受けた観光地もある

事から、親子ともに楽しめる人吉と別府を選

定し、被災された方々のみならず観光地への

支援も兼ねて全国からの皆様の支援の気持ち

を届けることが出来ました。

　前述した天文台の方にもご協力頂き、天体

観測を実施いたしました。協力金は天文台の

復興に使って頂く様にしています。

第 1弾　平成 29 年　2/25 ～ 26

　人吉宇土市の仮設住宅より 5家族 16 名参加

第 2弾　平成 29 年　3/18 ～ 19

　人吉益城町、熊本市南区、東区、宇土市の

　仮設住宅 4家族 49 名参加

第 3弾　平成 29 年　4/22 ～ 23

　別府益城町赤井仮設、木山仮設、安永仮設

　12 家族 45 名参加

○これからのプロジェクトとして

③子どもたちへの教育支援として

　小学校６年生を対象に、中学への進学時の

制服等の支援を考えています。旅行の支援プ

ロジェクトの第 4 弾として夏に体験型の宿泊

を兼ねた旅行をロータアクトの力を借りてや

りたいと企画を考えています。

○命のキッチンカーお披露目式

　平成 29 年 4/15 ㈯小野熊本県副知事を来賓

に、永田ガバナーエレクト、2720 地区より 8

つのロータリークラブと益城町テクノ仮設団

地において、お披露目式が催されました．テ

クノ団地の住人の方々 150 名にお披露目とし

て、各地域からの特産品（宇土からはあさり貝）

を使ったお料理、炊きたて、出来たて、揚げ

たてを振る舞い、参加された皆さんから「美

味しい」「仮設では揚げ物が出来ないから嬉し

い」等と言ったお声が聞こえてきました。こ

れから各地でこのキッチンカーが、ロータリー

と地域の皆さんを食でつないでくれることと

なります。

○義援金

・RI 第 2770 地区

　吉川ロータリークラブ

　川口・鳩ヶ谷武南ロータリークラブ

　川口中央ロータリークラブ

　 戸田イブニングロータリークラブ

・RI 第 2640 地区

　松原中ロータリークラブ

　堺北ロータリークラブ

　 堺フェニックスロータリークラブ

・台湾台北西南扶輪社（日田中央 RC）

　大甲北区扶輪社（大分南 RC）

○支援物資

・RI 第 2520 地区岩沼ロータリークラブ

・RI 第 2590 地区

　横浜旭ロータリークラブ

　横浜瀬谷ロータリークラブ

　新横浜ロータリークラブ

・RI 第 2640 地区

　堺フェニックスロータリークラブ

・RI 第 2720 地区

　大分南ロータリークラブ

○現在の状況

　昨年 6 月に仮設住宅が完成し、74 世帯が入

居済み。目に見える大きなところは復旧した

ように見えますがまだまだ、地震で壊れた家

に住んでいる、屋根の上はブルーシートだら

け、やっと解体ができたなどなど個人的な部

分での復旧はほとんど進んでいません。地震

発生から 1 年が過ぎた今でも余震がまだ続く

中、これからが本当に再建の道のりなのだと
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痛感しています。しかしながら、創立 30 年目

で初めて結んだ友好クラブ RI 第 2770 地区吉

川ロータリークラブそして、その友好の輪が

2770 地区、そして全国のクラブへと広がりこ

のような温かい、温かい支援となりました。

ロータリアンとしてだけではなく、宇土市民

として、熊本県民として、ロータリーの友情

に心より感謝申し上げます。

　パソコンもロータリーのシールを貼っても

らっています。ある職員の方が「地震直後は、

市民の安全と物資の確保、配布、度重なる余

震などなど、不眠不休の中、パソコンがないと、

わかっていてもその手配をする余裕など誰も

なかった。そんな中、ロータリークラブから

パソコンが届いた。本当にありがたかった。

涙が出るほど嬉しかった。市民を助けようと

自分達も家は壊れていても、市の職員として

災害対策を一生懸命やっていた。しかし怒鳴

られ苦情を言われ、避難所のトイレ掃除やら

時間はどれだけあっても足りない。また、苦

情また苦情のなか、本当に嬉しかった。その後、

少し余裕ができたので、残りの 160 台の PC を

発注した。でも、私はあえて、ロータリーの

シールが貼ってある PC を使っています。ロー

タリーの皆さんの気持ちとあの時のことを絶

対忘れないように。

　被災した直後、3 日目に送られてきた支援

物資を配って欲しいと言われた時には、「え、

私たちが被災して夜も寝ていない、水も出な

い、食べるものもろくにない私たちに配れと

いうの」と正直なところ思いました。しかし、

ワゴン車、軽トラックで１日かけて配り終わっ

た時、顔が埃で真っ黒になっていました。顔

を拭きながら支援物資を持って行った先のみ

なさんの笑顔を思い出し、「あぁ…いつまでも

被災者でいてはダメだ。ロータリアンとして

人として被災したみんなの力になろう」と思

い直せたのでした。それから個人的にも支援

物資のありかを回っては、日替わり定食のよ

うに変わる必要とされる支援物資をもらって

は足りなくて困っているというところに届け

ました。まだまだ復興の途中です。

ロータリアンとして，ロータリークラブとし

て何ができるのか、何をするのか、全国のロー

タリアンの支援が心にしみ、ロータリーの友

情とロータリアンの皆様の人としての素晴ら

しさを、そしてロータリークラブの素晴らし

さを強く強く認識した年でした。

　そして自分自身ロータリアンでよかったと

心から思った一年でした。

　奉仕の理念を持ち、リーダーシップを取っ

て、地域のために、熊本・大分のために全国

の仲間の気持ちを無駄にせず被災した人たち

と共に寄り添い元気なふるさとを再建します。

■次週の卓話

　6/14 ㈬　職業卓話　北澤　正浩会員　　　

　　　　　         　週報担当　吉原　則光

 

日　　時 平成28年５月31日(水) 青木　邦弘 安藤　公一 五十嵐　正 市川　慎二

11時30分～ 北澤　正浩 鈴木　茂之 田川　富男 佐藤　真吾

場　　所 例会場 滝澤　　亮 新川　　尚 二宮　麻理子 福村　　正

報告事項 １）財団学友オリエンテーション参加３名分　36,000円振り込みました。

　・2012-13　島田　彩子　

　・2014-15　高橋　晋

　・2015-16　朝倉　春奈

審議事項 １）目黒氏入会に関する件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承認

　　　　　2016～2017年度　第16回　理事会 


