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第1018回例会

平成23年３月24日（木）

◉本日の例会プログラム 会員卓話 地区大会報告
地区管理運営大委員会 委員長 辛嶋 崇会員
◎次回例会プログラム

3/31（木）休会
4/7（木）18：30 〜 花見例会 中津汐湯

前回
（1017回例会）の記録
平成23年３月17日（木）
■ゲスト
なし

■ビジター
東納栄一君
（中津中央RC）

◎ロータリーソング

■出席報告
会 員 数 26名
免 除 者 数 １名
対 象 者 数 25名
本日出席者 20名
欠 席 者 数 ５名
出 席 率 80.00%

それでこそロータリー

◎会長の時間
会長 青木秀暢
皆様ご周知の姉妹クラブである仙台平成RC
は、東北太平洋沖地震の大惨事に見舞われまし
て、現在大混乱の渦中にいます。
テレビから入る情報では、私ども九州に居る
者は考えられないぐらいの被害が出ているようです。今年度の
姉妹交流担当クラブが仙台なので、つい最近３～４ヶ月前に
利用した仙台空港が見る見るうちに津波に飲み込まれて行く映
像が写されていました。まさに、未曾有の大自然の脅威が今、
現実にあります。
仙台平成RCのメンバーは無事だろうかと思い会長の菊池さ
んの方に安否の確認をと思い、駄目かも知れないけれどFA X
をしていました所、幸運にも電話があり、全員の確認はまだ取
れていないそうですが、会長自身は大丈夫との事です。また、
例会場である仙台国際ホテルの方も壊滅状態だそうです。何
かあれば連絡があると思います。
熊本平成RCの方は今の所はまだ様子をみて考えるとの事で
す。我がクラブも仙台の状況がより明確になれば、出来る範
囲で協力したいと思います。まず我がクラブは、仙台平成RC

■前々回出席報告の修正
前々回欠席者
５名
メイクアップ
１名
欠
席
者
４名
修正出席率 80.00%→

84.00%

●メイクアップ
松本（地区協議会）
●欠席者
長野
（修）、小野、矢頭、渡邉

の為に、義援金活動を提案したいと思います。
◎幹事報告
幹事 土居孝信
●例会変更 中津中央RC 4/5（火）→花見例
会 18：30 〜 中津市三光臼木、4/28（火）→
向笠公園清掃例会
●週報受理 中津中央RC
●報告事項 ガバナー事務所より東北関東大震災支援活動なら
びに義援金のお願い。
東北関東大震災ブログ開設のお知らせ。
◎例会の食事メニュー
春の香り御膳

◎委員会報告 なし
◎その他報告事項
・地区表彰状、感謝状贈呈
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・永年例会出席表彰状 永松達彦会員
・ガバナー補佐感謝状 辛嶋崇会員
・江渕会員
本日を持ってやむを得ず退会させて頂きます。約10年間
皆様方には大変お世話になりました。また、状況が変わりま
したら再度入会させて頂きたいと思いますので、その節はよ
ろしくお願いいたします。
◎ニコニコボックス
担当：会員増強退会防止委員会
○辛嶋会員
表彰の記念品にワンタッチボタン付きの折りたたみ傘を頂き
ました。ありがとうございます。
○小路会員
昨日で満79歳になりました。今後も頑張ってまいります。
先日、向笠会員を診察いたしましたが、足腰以外は全く健康
です。
○若松会員
江渕さん、長い間ご苦労様です。落ち着かれましたら、また
是非お戻りください。
○江渕会員
長い間ほんとうにありがとうございました。最後のニコニコを
します。
○加来会員
江渕さん、本当に残念ですが、戻ってこられる日を首を長く
して待ってます。
地区大会では楽しく、有意義な時間を過ごしました。
○岡野会員
地区大会では、往復とも長野さんの車にてお世話になりまし
た。仙台平成RCには様々な手段で、救援を行ってはどうでしょ
うか。
○熊谷会員
大きな災害時には男の子が多く生まれると聞きました。私の
娘が出産しましたが、その病院で10人の新生児の中８人が男
の子でした。困難を乗り越えて丈夫に育ってくれるようにと思っ
ています。
○矢頭会員
宮城県に同業者が295名いますが130名の所在確認が取れ
ていません。他県にも多くの方がいるようです。江渕さんお疲
れ様でした。別の場所でお会いすることもあるかと思いますが、
RCのように気軽に声を掛け合いましょう。
○土居幹事
震災発生時、東京出張でした。羽田空港まで徒歩とタクシー
でたどり着きやっと帰ってまいりました。当園の卒園式にも出
席できました。
○川崎会員
私の実家は千葉ですが、兄が帰宅難民になってしまいました。
また母方の実家が宮城であり、親戚従妹多くが在住しています。
気仙沼の叔父叔母、東松島の従兄弟（警察官）ともに無事で
安心しました。一旦落ち着いてから親戚にも援助をと考えてま
す。
○永松
（達）会員
たくさんのニコニコをありがとうございました。江渕さん、ほ
んとうに残念ですが、お疲れ様でした。いつの日か復帰される
ことを期待いたします。家内の兄が宮城県にいますが、やっと
昨日連絡が取れました。仕事の関係の任務で現地を離れられ
ないようです。心配です。中津平成RCとしての救済支援に、会
員全員で取り組みましょう。

地域を育み、
大陸をつなぐ

◎地区大会報告
・青木会長
３月12日（土）・13日（日）の２日間に渡り地区大会が予定
通り開催されました。東日本大震災が起こり、そういった未曾
有の大災害が起こって居る時に予定通り開催されるのか？と少
し心配をしましたが予定通り開催されました。
初日は13：00に点鐘され、まずは木下光一ガバナーの挨拶
に始まり、その挨拶の中で、
「皆さんが考えるとおり、東日本
大地震を考慮して開催をするべきかどうか悩みましたが、今回
のRI会長代理の桑原 茂さんとその他の人の意見で開催を決断
しました。」と簡単に説明が有りました。R I会長代理の「桑原
茂」さんの事を紹介され、またびっくりしました。R I会長代理
自身が第2520地区で塩釜RC所属の方で前日仙台空港を夫人
と出発し九州へ来たとの事で、ニュースを見て本人自身もびっ
くりしたそうです。そのニュースの映像で仙台空港に止めてあ
る自分の車が津波に流されるのを見たそうです。それとまだ自
宅の被害もよく分からないとの事でした。そのR I会長代理の
話で
「地域を育み、大陸をつなぐ」と言うテーマで話をしました。
２日目は私と土 居 幹 事は8：30点 鐘 で 会 長・幹 事・ガバ
ナー補佐会議に参加し、大会決議説明があり無事決議されま
した。その後9：30より地区委員会報告があり、その先頭で
我がクラブの地区管理運営委員長の辛嶋会員の報告がされま
した。
大会決議が９項目発表されました。
決議第１号 国際ロータリー会長の本年度目標に協力
決議第２号 国際ロータリー会長に対し会長代理の派遣に
感謝
決議第３号 国際ロータリー会長代理「桑原茂」ご夫妻に
対し感謝
決議第４号 直前ガバナー山崎勝君ご夫妻に対する感謝
決議第５号 ポリオ撲滅キャンペーンに協力する
決議第６号 地区資金決算報告承認
決議第７号 ニューオーリンズ国際大会に参加
決議第８号 ホストクラブ、コホストクラブ、大分県並び
に大分市、別府市、及び関係諸団体に対し感謝
決議第９号 東北関東大地震救済義援金活動
第９号に対しては急遽決議されました。
以上報告を終わります。
本当に今地区大会はR I会長代理及び講演での講師の東京
豊島東RCの「前川昭一」さんの話を聞きまして、ロータリアン
の根幹を見たような気がしました。
・土居幹事
登録者15名、参加者13名。
中津駅に11時に集合し２台の車に分乗。日帰り組（長野定
生会員カー）・宿泊組（加来敏男会員カー）。別便（永松達彦
会員、土居孝信会員）。
点鐘 13：00 式典、地区委員会報告、大会各委員会報告、
表彰式、RI会長代理歓迎晩餐会、平成ナイト。
２日目、会長・幹事・ガバナー補佐会、記念講演、ガバナー
大会所感、大分屋台村終了。
大会参加の引率が無事終えありがとうございました。特に加
来敏男会員、長野定生会員には大変お世話になりました。
今回、新入会員である宇都宮監治会員が参加できたことに
対しうれしく思います。
感想は、記念講演の前川昭一パストガバナーのロータリーの
関わりやボランティア活動の内容に触れ非常に感銘いたしまし
た。
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