
・点　鐘　吉島会長

・ソング　我等のなりわい�

・卓　話　蔭山好信様　鈴木貴大様�

【会長報告】

　１０（土）女性教育会館、Ｒ財団研修に神田（康）委

員長と出席。学友予定者、留学してＪＩＣＡへ行っ

た方の話等、松本Ｒ財団委員長も活気ある委員

会に魅力を感じておられるようでした。国際

親善奨学候補生３名と、地区第８期世界平和

フェローとしてクイーンズランド大学（豪州・ブ

リスベン）を修了された方の、シエラレオネでの

体験を聴きました。４名とも女性。何となく男

性が弱くなっているのかなと思いました。皆、

非常に優秀で、海外に出るのが良い事だなと

よく分かりました。「ロータリー日本財団」も

昨年末、公益認定を受け、今年から寄付金は控

除対象です。新井会員からは既に頂きました。

　１２（月）ライオンズクラブのゴルフ会は飯能ＲＣ

としては１組の参加でしたが会員８名が出席。

ライオンズ会員はほとんどゴルフには参加し

ないにもかかわらず１９０名もの参加がありました。

山川会員はいつものように良いスコア。１人

だけスコアの悪い人が居ましたが、他の方は

皆ニコニコして２次会でも飲んでいました。

【幹事報告】

・ガバナー事務所より、１０／２２第２５８０地区

　第１０回ロータリー全国囲碁大会、市ヶ谷・

　日本議員会館。申し込みは事務局まで。�

・週報：所沢、狭山中央、入間ＲＣ�

【委員会報告】

◎ロータリー財団委員会　　　　  神田（康）君

　Ｒ財団は１００年経過、新たな１００年を目指

して事業を展開。地区財団セミナーで勉強し

てきましたので活動に活かしたいと思います。

◎米山奨学委員会　　　　　　　  吉田（健）君

　本日、吉島一良会長より特別寄付１０万円

頂きました（拍手）。

◎前年度会長　　　　　　　　　　　半田君

　和泉前幹事を代行して申し上げます。「年度

報告書」がご協力により出来上がりました。

◎親睦活動委員会　　　　　　　  中里（忠）君

「森先生を偲ぶ会ゴルフ」、石井会員の代理でご

報告。現在、ゴルフ２２名、懇親会３７名の参加。

懇親会は１８時開会、清河園です。

【出席報告】無断欠席なし　　　　　  増島君

【Ｍ　　Ｕ】
９／６（日高）田辺君
９／７（第３Ｇ）吉島君、間邉君
９／１０（ガバナー）吉島君、神田（康）君�
９／１３（日高）中里（忠）君

【結婚・誕生日祝】　　　　　　　　  大野君
◇入会記念日おめでとう�
　山岸君
◇結婚記念日おめでとう�
　大野君、藤原君

◇会員誕生日おめでとう�
　４木川君、９中山君、１９土屋（良）君
　２２神田（敬）君、２８土屋（崇）君、２９北田君
◇夫人誕生日おめでとう�
　３丸山夫人、１７北田夫人、２８和泉夫人

【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ�
・本日はお世話になります。
　　　　 （行田ＲＣ）蔭山好信様、鈴木貴大様�
・蔭山先生、鈴木さん、お越し頂き有難うござ
　います。卓話をよろしくお願い致します。
　　土屋（良）君、吉島君、吉田（武）君、間邉君
　　土屋（崇）君�
・お陰様でロータリーライフを楽しく過させ
　て頂いております。　　　　　　　山岸君�
・７８才になりました。生涯現役をモットーにしてい
　ますが、大分人生に疲れを感じています。   木川君�
・森先生を偲ぶゴルフ会の日に５４回目の誕
　生日を迎えます。　　　　　　  神田（敬）君�
・６１才になりました。　　　　　土屋（崇）君�
・誕生日　　　　　　　　　　　  土屋（良）君�
・結婚記念のお祝い有難うございます。  大野君�
・家内の誕生日に花を頂き有難うございました。丸山君�
・早退　　　　　　　　  神田（康）君、小川君�
本日計３３，０００円、累計額２５４，５００円。
◎ ２１日例会当番は島田会員、杉田会員です。�

【卓　　話】
講師紹介　　　　　  土屋（良）社会奉仕委員長
　４月の地区協で行田ＲＣの活動報告に感動、
「卓話を」と手紙でお願いし、ご承諾頂きました。
鈴木貴大様は４５才。（株）協同観光バス専務取締
役。２００４年度入会。蔭山好信様は弁護士です。

蔭山様（大震災で）親睦旅
行などやってる場合では
ないだろうという事で、
すぐに緊急理事会を開き
旅行予算１８０万円の役立
て方を諮りました。１００
万は赤十字行田支部長の
行田市長を通じ寄付、残
り８０万の使途を考えてい
たところ「ＮＰＯキャンパー」

を主宰する飯田会員から３／２４に電話。「現在、
石巻市で炊き出しボランティアをやっている
が瓦礫撤去の人手が足らないので力を貸して
欲しい」との事。「宿泊先もトイレも食事も無い。
来るにしても全部、自己完結型で」との難題を
早速、緊急理事会に諮り「バスを出して寝泊り
しては」と提案したところ、「費用対効果が無い」
「行く意味が無い」「年寄りに何が出来る」等の
意見。鈴木君が「現場を見に行ってきます」と
言ってくれたので、私は「これは絶対成功出来
る」と思った。市長に「バスは出す。ボランティ
アを市で募集してくれないか」と提案すると「で
は社協で募るが１回目は市職員とＲＣ会員で
行ってくれ」ということで始まったのです。行

けば、手作業には限界があり、トイレも溢れて
いる。バキュームカー、重機の手配で予算が足
りなくなると思っていたら、台湾の姉妹クラ
ブのＰＧから義援金３００万が「地区に」と届いた。
西川Ｇは「ガバナー会で何処に行ってしまう
か分からないようなお金を集めるより、目的
があるならそちらに」とおっしゃって下さった。
行田ＲＣ、台湾のＰＧ、台湾のＲＣ（８０万円程）の
全部をつぎ込みました。１回の派遣は４０～
５０万円。１万円ずつお出しになって、ボラン
ティアバス等を出して頂ければと思います。

鈴木様　「３月１１日」、車止
めしているにも関わらず、
大きなバスが勝手に走り
出すような騒ぎで壁に何
度もぶつかっている姿を
目の当たりにしました。
３／３１緊急招集。「石巻市
にバスを出す事になった」
と蔭山会長。石巻に私は
行った事がなく、現状を

伝える事も必要と思い４／１夜、マイカーで一
人、石巻へ。何か残したいと思い、記録文を作成。
「…路上はヘドロで凸凹となり、乗用車では
下回りを打つ程でノロノロとしか進めない。
湿ったヘドロが異臭を放ち、乾いた砂は風に
舞い散る。その中でも、地元の若い人達だろ
うか、スコップとバケツを手に持ち、泥まみれ
になりながら倒壊を免れた建物の泥のかき出
し作業をしている。…旧市街地に住んでいた
人達は高齢者が多く、自分の力で後片付けも
出来ずに避難所で過ごしているのだろう…瓦
礫、泥の撤去が進めば、自宅に帰る事が出来る
かもという希望が湧いて来るであろう。幸い、
我々は災害の少ない地域に生まれ育ってきた。
それは必然ではなく偶然なのだと考えた。も
しかしたらこの地に生まれ、この地で育って
きたかもしれない。そして、この地で被災して
いたかもしれない。他人事とは思えない…」。
「ボランティアバス」は４／８に第１陣、ＲＣ会員、
市職員、消防職員等に加え、市民ボランティア
数名が参加。計１１回、延べ４２６人を送り込みま
した。市民ボランティアは市報で募集。日当も
弁当も出ませんが募集開始から電話が鳴り止
まず、１時間で定員。キャンセルが出たら入れて
欲しいという方が後を絶ちませんでした。こ
れだけ多くの方が、他の人のため、日本のために
力を注いでくれるんだなと感動。１０回参加
のリピーターもいらっしゃいました。瓦礫を
載せて私が運転していたダンプに「乗ってい
いですか」と言ってきた市民ボランティアの
青年が居ました。耳はピアスだらけ。「学校卒
業してから就職もしないでぷらぷらしてたん
ですけど、オレ、しばらくここに残りますわ。
残って、何が出来るか少し考えてみたいんで…」
というふうな事を言ってくれました。現地の
方からも温かい歓迎の言葉を頂きました。災
害は災害として非常に大変な事ですけれども、
ある意味、日本国民が団結出来る瞬間でもあ
ったのかなと感じております。埼玉県もボラ
ンティアバス協議会を編成したと聞きました。
決して終わったわけではなく、長い道のりが
続くんだなと感じております。［記録映像上映］
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した。市民ボランティアは市報で募集。日当も
弁当も出ませんが募集開始から電話が鳴り止
まず、１時間で定員。キャンセルが出たら入れて
欲しいという方が後を絶ちませんでした。こ
れだけ多くの方が、他の人のため、日本のために
力を注いでくれるんだなと感動。１０回参加
のリピーターもいらっしゃいました。瓦礫を
載せて私が運転していたダンプに「乗ってい
いですか」と言ってきた市民ボランティアの
青年が居ました。耳はピアスだらけ。「学校卒
業してから就職もしないでぷらぷらしてたん
ですけど、オレ、しばらくここに残りますわ。
残って、何が出来るか少し考えてみたいんで…」
というふうな事を言ってくれました。現地の
方からも温かい歓迎の言葉を頂きました。災
害は災害として非常に大変な事ですけれども、
ある意味、日本国民が団結出来る瞬間でもあ
ったのかなと感じております。埼玉県もボラ
ンティアバス協議会を編成したと聞きました。
決して終わったわけではなく、長い道のりが
続くんだなと感じております。［記録映像上映］

カルヤン・バネルジー

立 原 雅 夫

当 番 大崎君、齋藤君

こころの中を見つめよう　博愛を広げるために

新 世 代 の た め の 月 間

＋ガンバレ！日本のロータリークラブ～継続できるロータリークラブとは～

吉 島 一 良 間 邉 元 幸

例会場：マロウドイン飯能

晴

※次週の例会案内は省略。

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率

８５．７１％

飯能ロータリークラブ会報

東日本大震災の支援活動

行田ＲＣ

鈴木貴大様前年度災害支援委員長

蔭山好信様前年度会長


