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「震災から３年がたち」 

会員 大木 義秀 
 

皆様 ご無沙汰しております。京都マラソンの手

伝いもできず申し訳ありませんでした。東日本大震

災からの復興を祈念して始まったこのマラソンも 3

回目となり、フィニッシュ地点での我が京都東山ロ

ータリクラブのボランティア活動はすっかり定着

しましたね。さて、震災から３年がたとうとしてし

ていますが、私の身内にも今だ入院生活を送ってい

るものもおり、まだまだ苦しんでおられる方がたく

さんいらっしゃいます。しかし、昨年 NHK のあま

ちゃんがヒットし 東北楽天イーグルスが日本一と

なり、ソチでは羽生結弦が金メダルを獲得するなど

東北にも明るさが戻ってきたような気もします。私

は震災から 1 年後に三陸海岸の宮古市に親戚の見

舞いに行きました。盛岡迄は新幹線を乗り継いで楽

に行けたのですが、三陸はまさしく陸の孤島  盛岡

からは 1日に朝夕 1便づつの終戦後のような真っ直

ぐな座席の電車が走っているだけでした。盛岡で親

戚に貰った秋田の地酒を一人でちびちびやりなが

ら、窓の外の雪景色を眺めていると、約２時間ほど

で宮古に着きました。駅の周りは何事もなかったよ

うに普通に動いていました。少し歩いていると、高

瀬川の半分くらいの小川がありました。一緒にいた

息子が(彼は震災後何度も訪れていた)うつ伏せのお

びただしい数の遺体が下流から流れ込んだと教え

てくれました。もう少し歩くと海が見えてきました。

漁船も停泊していて、のどかでした。道路も綺麗に

修理されていましたが、ビルがポツンといくつか残

っているだけで、家はすっかり流されていました。

ただ、土蔵がひとつ更地の中に残っていたのが印象

に残りました。もうこの辺りに人が住むことはない

のかな。津波は引く時が怖くて、海岸から１キロく

らい先まで海底が見えたそうです。船長達は津波が

押し寄せてくると判った時、自分の船に飛び乗りず

っと沖に逃げ何日か後に自衛隊に助けられたと言

ってました。高台に登ると、(津波 此処まで)と書か

れた立て札がありました。海抜４０〜５０メートルく

らいのところでした。改めて、津波の恐ろしさを痛

感しました。余談ですが、宮古で泊まったホテルの 

売店の名前が「おおきに」でした。意味も同じでした。

宮古と都、何か繋がりがあるのかなと思いました。 

２０１３－１４年度 

国際ロータリー会長 

ロン D．バートン 

 

第 2650 地区ガバナー 

坂本 克也 

会長(理事) ·········· 杉﨑 則夫 
会長エレクト(理事)··· 小野 富造 
直前会長(理事) ····· 松井 信五 
副会長(理事) ······· 渡辺 剛士 
幹事(理事) ·········· 坂田  均 
クラブ管理(理事) ···· 岩本  一 
奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ(理事) ··· 塩路  徹 
新世代(理事) ······· 森  俊次 

第２６５０地区 
ガバナー補佐 
 中村 翠嵐 
財団資金推進委員会 
委員長 本田 修造 

米山奨学委員会 
委員 岩橋 忠昭 

インターアクト委員会 
委員 福留 幸一 

職業奉仕(理事) ····· 清水 泰博 
国際奉仕(理事) ····· 今村 晋平 
広報(理事) ·········· 吉田 武雄 
会員増強(理事) ····· 横尾 浩志 
ﾛｰﾀﾘｰ財団(理事) ···· 中塚  浩 
会計(役員) ·········· 井川 正隆 
Ｓ．Ａ．Ａ．(役員) ···· 平野 俊雄 
副幹事 ·············· 山本 真也 

副幹事 ·········· 中島 陽子 
副幹事 ·········· 岡武 和暁 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ········ 川勝 裕之 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ········ 関根 淳子 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ········ 小森 直之 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ········ 中川 公孝 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ········ 上村 承生 
副会計 ·········· 郡  正樹 

本日の例会 クラブ・デー 
開会点鐘 〔１２：３０〕 
君が代斉唱 
ロータリーソング♪我らの生業 
黙祷 
会長挨拶 
来客紹介 
奨学金授与 
幹事報告 
今月のお祝い 
閉会点鐘 〔１３：３０〕 

本日の会合 
第９回定例理事・役員会 例会終了後「千草の間２」 
京都東山ＲＡＣ－ロータリアン卓話例会－１９：３０～「京都ﾀﾜｰH」 
            「今の子育て」 福川敦子君 

前回例会報告 
会員数 83（33）名 出席者 61（23）名 ビジター 1名 
 ( )は出席率除外会員 出席率 84.72％ ゲスト 2名 
第 2229回出席率 97.10％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 

 

次週の例会 ３月 １８日（火） 

 於：西館３Ｆ「コスモスホール」 

＄１００万ランチ 

－クラブ管理フォーラム－ 

担当 クラブ管理理事 岩本 一君 

次週の会合 

後期会長会 １１：００〜西館３F「竹の間」 

第４回次年度理事・役員会 例会終了後西館３F「竹の間」 

２０１４年３月１１日 第２２３３回例会 WEEKLY BULLETIN ４６－３２ 

MEETING ON TUESDAY 12:30 
THE WESTIN MIYAKO KYOTO 
Sister Club：Hsin-Chu, Taiwan 

Kanazawaminami 
 

地区スローガン 

あなたの善から、 

みんなの善へ 

- from Your Good  

to Our Good – 

 



 

 

今月のお祝  
❁１００％出席会員表彰 
連続１８年間：岩橋君 
連続１年間：福川君、布施君、中西君 
❁誕生日 
中島君 １日 小坂君 ５日 横尾君 ７日 
山本君 ８日 植野君１２日 名筯君１３日 
上村君２０日 井川君２２日 井上（勝）君２６日 
松井君２７日 横井君２７日 竹之内君２７日 
中塚君２８日 岩橋君２９日 
❁夫人誕生日 
中塚君夫人 陽子さん  ６日 
谷川君夫人 久子さん  ６日 
井上（勝）君夫人 和子さん １７日 
上村君夫人 智江さん １７日 
小坂君夫人 美子さん １９日 
鈴木君夫人 光子さん ２５日 
柴田君夫人 多美子さん ３１日 
❁結婚記念日 
安澤君 １日 井上（武）君２日 横井君 ３日 
奥田君 ６日 薮下君 ８日 中塚君 ９日 
松井君１２日 森里君１８日 布施君 ２４日 
今村君２４日 西村君２４日 小林君３０日 

幹 事 報 告  
■東日本大震災三周年追悼  多数の犠牲者を出し
た未曾有の大災害から本日で３年を迎えます。 
被災された全ての方々へ謹んで哀悼の意を表します。 
 またこの機に、「ロータリー希望の風奨学金」通して、
震災遺児達が進学の希望を断つことなく夢をかなえる
未来をご支援くださいますようお願い致します。 
■京都南ＲＣ創立６０周年記念例会・祝宴  １３日（木）
１６：００〜「リーガロイヤルホテル京都」に於いて開催さ
れ、会長・幹事と中村(翠)ガバナー補佐、本田地区財
団資金推進委員長、布施会員が出席されます。 
■ 2013学年度米山奨学生終了式・懇親会  １５日（土）
１０：３０〜「京都センチュリーホテル」に於いて開催され、
李泰憲君と岩橋地区米山奨学委員が出席されます。 
ごくろうさまです。 

■会長エレクト研修セミナー（PETS）     １５日（土）
１３：００〜「京都ホテルオークラ」に於いて開催され、 
小野会長エレクトが出席されます。ごくろうさまです。 

Ｒ Ａ Ｃ 報 告  
【２/２５（火）例会】  杉﨑会長、竹之内ＲＡ委員長、山
本・岡武同委員、岩本・郡・中村(吉)・福川会員が出席
されました。 
【３/４（火）理事会】  竹之内ＲＡ委員長が出席されま
した。ごくろうさまでした。 

同 好 会 情 報  
ﾛｰﾀﾘｰほろにが会 ３/１１（火）１８：００～ 中国料理｢桂心｣ 
ゴルフ同好会 ３/２６（水）受付８：３０迄 ｢近江カントリー倶楽部｣ 

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜２/２５＞ 
ロータリー財団 計 10,000円 累計 1,094,000円 
一助に。 関根君 
米山記念奨学会 計 20,000円 累計 946,000円 
今村さん、御苦労様です。 末松君 
一助に。 関根君 
ニ コ ニ コ 箱 計 51,000円 累計 2,183,000円 
国際奉仕クラブ・フォーラム 今村委員長、本日はごく
ろうさまです。 
 安澤君、上村君、小山君、岩本君、吉田(武)君 
 井上(勝)君、今井君、名筋君、柴田君、川勝君 
 横田君、布施君、稲本君、小森君、森里君 
作陶茶会の中島さん、この前はお世話に成りました。 
 植野君 
森さん、２回にわたって作陶ありがとうございました。子
供達も大変喜んでくれました。４月３日のお茶会がすご
く楽しみです。 中川君 
今村さん、ありがとう。 井上(勝)君 
森さん、作陶では大変お世話になりました。 中塚君 
森先生、先日の絵付お世話になりました。 渡辺君 
今村さん、御苦労様です。 中村(弘)君 
翠嵐さん、お世話になりました。ありがとうございます。 
 中村(弘)君 
木村安輝先輩、ありがとうございます。 中西君 
誕生日自祝。 谷川君 
一助に。 戸田君

３/１２ 京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ 「京都ローターアクトクラブの現状−会員増強に向けて−」 京都ローターアクトクラブ会長 山崎友希さん 
（水） 京 都西北 ら ん ざ ん 「京都西北ロータリークラブの思い出〜在籍２０年 出会いと別れ〜」 医療法人頌徳会修学院病院院長、京都さくら RC 名誉会員 山中祥弘氏 

 京 都北東 ｸ゙ﾗﾝﾄ゙ﾌ゚ﾘﾝｽH 「クラブ・デー」 
 京都嵯峨野 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「１０００回記念特別例会」（例会時間・場所臨時変更） ＊ビジター受付はございません 
 京 都朱雀 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「京に春を告げる若き音楽家たちの風」 松本宗利音君、井上大聞君、松本志絃音君 

３/１３ 京 都 南 ﾘー ｶ゙ﾛｲﾔﾙH※ 「創立６０周年記念例会・祝宴」（例会時間臨時変更） ＊ビジター受付は平常通り 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「ローターアクト活動報告〜2013−2014 年度〜」 京都北ローターアクトクラブ会長 横山敏之君 

 京 都洛北 京都Ｈｵー ｸﾗ 「クラブ・デー」 
 京 都洛東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「『辞世』吉田松陰作」他 静吟詩堂 吟詠会総本部 宗範会長 山田則夫（静将）氏 
 京 都桂川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「最近の私」 会員 児嶋雄二氏 
 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ 「京の春から夏のまつりと水への祈り」 佛教大学歴史学部教授、京都中ＲＣ会員 八木 透氏 
 京 都 さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H★ 新入会員ｽﾋﾟ—ﾁ 「依頼者に寄り添って」村田純江氏、「未定」長野陽子氏、「私の仕事」吉野由美子氏 
 京 都西山 H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ 「ロータリー情報フォーラム」 ロータリー情報委員会 原田正雄氏 

３/１４ 京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「青少年（新世代）奉仕って？」 会員 岡本政明氏 
（金） 京 都伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ 「未定」 京都市長 門川大作氏 

 京 都洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「職業奉仕会員スピーチ」 
 京 都紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「新入会員スピ—チ」 若宮隆幸氏 

３/１７ 京 都 西 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 新入会員スピーチ「神は松尾（まつのお）」 生嶌經和氏 
（月） 

 

京 都紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「職業奉仕会員スピーチ」 本多保博氏 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「越前和紙の里から世界へ」 越前和紙美術作家 青木里菜様 
 京 都平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H 

★ 

「仏像について」 会員 新井孝行氏 
３/１８ 京 都西南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「クラブ奉仕フォーラム」 
（火） 京 都洛中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「音楽例会」 ソプラノ 岩川亮子さん、テノール 山本康寛氏、ピアノ 佐藤明子さん 

 京 都洛南 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「ロータリークラブ感じたまま」 (株)京南代表取締役、地区ガバナー補佐、宇治鳳凰ＲＣ会員 小永井 征也氏 
例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30 

震災から３年、 

「希望の風基金」よろしくお願いします 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

～２月のスナップより～ 

2/4（火）クラブ・デー 

ロータリー財団ポールハリスフェロー表彰 

今月のお祝いのみなさま おめでとうございます！ 

作陶教室 

第１回目 2/8・9（土・日） 

第２回目 2/22・23（土・日） 

2/25（火） 

国際奉仕クラブ・フォーラム 

 マラル・アンダソヴァさん 

 李泰憲君 

担当 国際奉仕委員長 今村晋平君 

2/16（日）京都マラソン例会 

給水ボランティア活動 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３/４（火） 

於：ホテル日航金沢 


