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ソング 我らの生業

〔会長挨拶〕倉持政宏会長
皆さんこんにちは。先週の公式訪問例会におきましては、ご協力を頂きありがと
うございました。本日は、南相馬より RI2530 地区直前カバナーの酒井善盛様にお
越しいただき卓話をしていただきます。
さて、本日はスキューバダイビングについて、少しお話をさせていただきます。
ダイビングは大変危険な部分もあり毎年数名の方が亡くなっております。また、注
意不足で俗にいう潜水病になってしまう方もいます。そうしますと１ヶ月位、酸素チャンバーに入り血
液中の窒素の気泡をぬく必要がでてきます。ダイビングでは、通常その決め事を守れば、安全であり、
水中で無重力の状態や様々な魚や景色が楽しめます。そのダイビングで１番大切なことは、二人で潜る
ことです。相手の方をバディと呼びます。バディの方とは、まず、お互いの装備の確認から始まり、水
中では相手のボンベが空になったときは、別のレギュレーターから酸素を下さいます。これは、ロータ
リー活動も同じだと思います。毎年、委員会は変わりますが、家庭集会などを開催することで、メンバ
ー同士お互いにフォローをしあうべきことが話し合えると思います。俗に言う、同じ釜の飯となるよう、
是非、家庭集会等をどんどん開催していただき懇親を深めてください。それをお願いしまして、会長挨
拶とさせていただきます。
〔お客様紹介〕中山登司男副会長
RI2530 地区直前ガバナー酒井善盛様（南相馬 RC）
感謝状

東日本大震災後、クラブ事業として復興支援のチャリティコンサートを開催して
南相馬市震災遺児孤児への支援を行っております。本年は 2530 地区酒井ガバナー
を介して原町聖愛こども園へ「ツリーハウス」設置の支援として 110 万円を寄贈い
たしました。本日は、感謝状と震災後の報告にお越しいただきました。

〔卓話〕酒井善盛様
皆様こんにちは、東日

東日本大震災から 5 年間、ご支援をいただきまし

本大震災から 5 年 9 ヶ月

た多くの浄財を基に復興支援本部を設置し、歴代

がたちました。久喜クラ

ガバナーが本部長を務め月 1 回のペースで支援会

ブの皆様には、毎年々、

議を行ってまいりました。全国のロータリアンの

南相馬へのご支援をい

ご厚情で被災地の多くの人々が勇気と元気をい

ただき誠に有難うございます。
昨年度の義援金は南相馬市原町区にあります、

ただき、復興復旧の礎になりました。2530 地区、
2400 名のロータリアン全員でロータリーの根幹

社会福祉法人ちいろば会原町聖愛こども園に寄

であります「地域社会への貢献」を実践できまし

贈させていただきました。本日は完成いたしまし

たことに感謝と心からの御礼を申し上げます。義

た「ツリーハウス」の写真をお持ちいたしました

援金をはじめ、食料、水、テント、医薬品、医療、

のでご覧ください。

衣料品等々総額 10 億円を超えるご支援と励まし

2011 年 3 月 11 日午後 2 時 46 分、大地震による

のお言葉をいただきました。まだ完全復興には時

津波の被害に加えて福島原発事故と想像もつか

間がかかりますが、今まで数々の賜りましたご支

ない脅威にさらされました。日常の生活が一変し、

援を糧に復興復旧に努力してまいりたいと思い

道路は寸断、食料はコンビニへ行っても飲み物は

ます。

あったが食べ物がない。ガソリンもない。調達す

この度、5 年間の思いを込めて 2016 年末を目

るすべもなく途方にくれておりました。そんな時

途に報告書を制作いたしました。昨日出来上がり

大橋広治ガバナー（福島南 RC）から連絡が入りま

ましたので 1 部持参いたしましたのでご覧下さい。

した。とにかく福島市に来てくれとの事でした。

日本のロータリーも 2020 年に創立 100 周年を迎

当時、私はガバナー補佐をやっておりましたので、

えます。100 周年委員会北清治委員長のもとに、

どうにかこうにかガソリンと燃費の良い車を調

準備が始まっています。ロータリーも今は事情が

達して大橋ガバナーのところにたどり着きまし

変わってきています。会員増強も大変厳しくなっ

た。その時いただいた「おにぎり」の美味しかっ

てきております。規定審議会で、クラブの例会時

たこと、今でも忘れられません。その後、60、70

間や回数等柔軟性を持たせた画期的な決定が採

回くらい南相馬と福島市を往復しました。お陰様

択されました。入会候補者の幅を広げる事ができ

で多くの皆様からお力を貸して頂くことができ

るようになりましたが、2530 地区の災害の復興

ました。

は時間を要します。今まで寄せられた多くのご支

2530 地区では 3 人のロータリアンが亡くなって

援に報えるためにも、福島の復興と未来の為に力

おります。5 年経ちましたがまだ例会がままなら

を合わせ、奉仕活動を続けていきたいと思います。

ないクラブもあります。そういう状況のなかでも

最後に、私のムーブメントをお話しします。

一つのクラブの終結もなく退会者も出ておりま

2012-13 年度の伊藤浩ガバナーが 2015 年 2 月な

せん。避難先で「最後の 4 人になってもロータリ

くなり、葬儀委員長を務めさせていただきました。

ークラブを継続していきたい」とロータリーに対

伊藤さんは私より年齢は若いですが、ロータリー

する思いを訴えております。地震と津波の被害は

では大先輩でした。「年をとってから何でも話し

復旧をして来つつありますが、原発事故は復興の

合える友が出来たのはロータリーのお陰だ」と枕

時期も皆目わからない状態です。まだ会社へ戻る

元で息子さんに言われたそうです。伊藤さんがロ

ことも自宅に戻る事も出来ないロータリアンが

ータリーを愛し、ロータリーが好きだった事を改

80 名以上います。以前の生活を取り戻す日が 1 日

めて思い知らされました。

も早く来ることを願わずにはいられません。市役

久喜ロータリークラブの皆様には、
この 5 年間、

所・病院等徐々に復興してきていますが、学校は

東日本大震災南相馬市遺児孤児の為に多額のご

まだ 4 割くらいの子どもは帰ってきていません。

支援を賜りましたこと厚く御礼申し上げます。
ありがとうございました。

〔表彰伝達〕
財団寄付者

米山功労者

齋藤文平会員 大島修一会員 松永元彦会員

鈴木つね子会員 金田仁志会員
倉持政宏会員
冨田英則会員

〔委員会報告〕
＊雑誌委員会 高橋徳雄委員長 「ロータリーの友」１２月号のご案内
横 P:P3 RI 会長メッセージ「見ず知らずの人たちを支援する」P16R 日本財団事業報告
P20 緊急事態に迅速に応えるシェルターボックス P27 世界の R ニュース「中国」
縦 P:P４「わが社の震災復興への取り組み」P9 クラブを訪ねて（田辺はまゆう RC）
P14「ベルギー友好 150 周年と青少年交換」P16「ネパールでの人間開発アプローチ
〔幹事報告〕天野正幸 幹事
＊次回例会 22 日（木）→夜間例会

18：00

なごみ

12 月誕生祝：正倉勝治・進藤和夫・大塚勉・松永元彦・高橋徳雄
送迎バス…菖蒲あやめ会館前 17：00 出発

久喜 au 前 17：30 出発

29 日（木）→休会
＊アトランタ国際大会 2770 地区ガバナーナイトのご案内
2017 年 6 月 10 日（土） 登録料 一人 15,000 円

〔スマイル報告〕新井 博 SAA
☆RI 第 2530 地区直前ガバナー 酒井善盛様：東日本震災から 5 年 9 ヶ月、
毎年大変なご支援を賜りありがとうございます。
☆酒井様本日はありがとうございます。また来年の会長よろしく：倉持政宏
☆酒井直前ガバナーようこそ、よろしくお願いします：金澤利幸・加藤久雄・
☆酒井直前ガバナーようこそ、ロト 6 で千円当たりました：進藤和夫
☆本日はよろしくお願いします：夢川善裕 ☆暮れの忙しい中お世話になります：天野正幸
☆平凡の 1 年間に 感謝して 愚妻に云う ありがとう：福田喜美夫
（敬称略・順不同）
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点鐘
年次総会

進行 倉持政宏会長
2016～17 年度の年次総会を開催致します。
12 月 1 日の理事・役員会において、次年度会長に中山登司男副会長、幹事に黒須久雄
副幹事、副会長に夢川善裕会員、副幹事に服部智也会員を承認頂きました。
皆様のご承認よろしくお願い致します。
（賛成拍手）

皆様のご承認頂き有難うございます。それでは中山次年度会長からよろしくお願い致します。
中山登司男次年度会長
次年度会長としてご承認頂き有難うございます。
皆様のご支援ご協力をよろしくお願い致します。
夢川善裕次年度副会長
次年度副会長としてご承認頂き有難うございます。
まだ何も解りませんが、これから 1 年間勉強させて頂きますので
よろしくお願い致します。
服部智也次年度副幹事
次年度副幹事としてご承認頂き有難うございます。
夢川副会長のもと頑張ります。よろしくお願い致します。
以上をもちまして、2016-17 年度年次総会を閉会いたします。有難うございました。
次年度に向けてよろしくお願い致します。

