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皆様、こんばんは。 

いよいよ最終例会ということで、一年間会員の皆様に

は大変お世話になりました。振り返るとあっという間

の一年だったのですが、それぞれの委員会の委員長さ

ん中心に色々な事業を行っていただきました。優良従

業員表彰で 10 名の従業員の方の表彰を行いました。

また職場見学では、星さんのところのスターエンジニ

アリングさんの会社を訪問させていただいて、最新の

IC タグの状況なども見させていただいて勉強させて

いただきました。社会奉仕委員会鈴木幸一委員長はい

らっしゃいませんが、木本前会長年度から始まった多

賀駅前清掃も12月28日の暮れの押し迫った頃だった

のですが、駅前清掃をやらせていただいて、明秀の生

徒さんにも参加いただいて、また今月河原子の海岸清

掃も明秀の生徒さん 30 名以上の方に御参加いただい

て、掃除が始まる前はこのゴミが全部きれいになるの

かなという程の量がありましたが、人数というものは

すごいもので、あっという間に海岸がきれいになりま

した。今までは無かったような大きい石が砂浜に上が

っていまして、津波の影響を実感しました。国際奉仕

委員会は高島委員長さんに、毎年恒例になっておりま

すワイキキのインターナショナルフードフェスティバ

ル始め、交換留学生の受け入れしか出来なかったので

すが、無事受け入れが出来まして、去年は出来なかっ

た受け入れが今年は出来て、去年出来た送り出すこと

ができないという、本当にいろんなことがあるなと思

っていますが、年度をまたいで鹿志村年度になってし

まうと思いますが、交換留学ということで是非行かせ

てあげたいなと思っています。新世代奉仕委員会は鹿

志村次年度、河原子小学校の石山校長先生に卓話をい

ただきました。卓話の中で長年ロータリークラブと一

緒にやってきた河原子海岸の清掃事業に国土交通大臣

賞をいただきましたという報告をしていただきました。

ロータリー財団、弓野委員長さんですが 100% PAUL 

HARRIS FELLOW クラブに認証されまして、49 年

の歴史の中で、一回取ると二度と取れない賞ですので、

歴史に残る事業だったのかなと思っています。米山奨

学会は石川委員長さんにお願いして、普通寄付 5千円

というのを今年確立させていただきました。長年毎年

会員でいらっしゃっていただければ、2年後には 1万

円、5年後には･･･というふうに米山寄付がどんどんそ

れぞれの皆さんのご寄付が蓄積されていくのかなと思

っています。今年一番大きな、どうしようもないこと

だったのですが、3月 11日の大震災、これが自分たち

の生活が一時期どうなるかという状態でしたが、ライ

フラインが復旧して何とか自分たちの生活が元に戻っ

て TVを見た瞬間に三陸の大被害を見てどうなっちゃ

うんだろうと思ったのは私だけではないんだと思いま

す。一番最初震災後に例会を開催させていただいたと

きに、何とか自分たちも被災しているけれども、東北

の人達を何とかご支援していきたいとお話させていた

だいて、今日木本前会長が来ていただいていますが、

Tシャツを販売してご協力を皆さんに募って、売上金

を震災孤児の為の育英資金として送りたいという事業

を立ち上げさせていただきました。6月 18日に宮城と

岩手に送るべき育英金として、それぞれ 80 万円ずつ

2520 地区の岩手の長山ガバナーさんに目録ですがお

渡ししてきました。その後に本当は予定では三陸の方

の陸前高田に行く予定だったのですが、ガバナーとお

話をする中で、岩手の山田町の被害がひどく壊滅状態

だという話をうかがって、急遽移動時間がすごくかか 
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ったのですが山田町にお邪魔させてもらいました。山

田ロータリークラブの阿部会長さんとお会いして、こ

れも偶然な出会いだったのですが会長宅にお邪魔する

ときにほんの数軒隣の山田中央保育園さんと出会い、

そこに色々な物資を降ろさせていただきました。前回

の例会でも報告させていただいたのですが、前々回の

ときにメールがきていまして報告しましたが、先週 24

日に新たに園長先生からメールがきていましてこの場

で簡単に読まさせていただきたいと思います。「こんに

ちは、山田中央保育園の山崎みすずです。先日は沢山

の物資を届けていただき、本当にありがとうございま

した。物資を開けるのが水曜日になってしまい、本当

に沢山いただいたので二日に分けて配布させていただ

きました。少しでも沢山の方に渡るようにと思い皆さ

んにお渡ししました。日立のロータリークラブの方々

からいただいたことを伝えると、お礼がしたいという

保護者の声もあるほどです。写真を数枚添付しました。

皆さん本当に喜んでいらっしゃいます。今私たちに出

来ることは皆様の心使いに感謝して頑張っていくこと、

いつの日か必ず恩返ししたいと思っています。これか

ら暑くて大変だと思います。お体にはくれぐれもお気

をつけ下さい。本当にありがとうございました。」との

メールをいただきました。 

今日の昼間、日立の市長さんをおたずねしまして、あ

らためてクラブの名誉会員のご承諾をいただいてまい

りました。樫村前市長さんと同じように日立南ロータ

リークラブの名誉会員ということで吉成市長さんにも

快諾をいただきましたので御報告をさせて頂きたいと

思います。あわせてその場で日立市に対しまして義援

金という形で 50 万円を送りました。これもクラブの

事業予算の中から捻出しようと思っていますので、東

北だけではなく地元にも還元しましょうということで、

会長の時間にお話して皆さんにご承認いただいたと思

っておりますので、その中の 50 万円もお渡ししてき

たことも御報告させていただきます。また市長とお話

する中で、山田町の話をしましたら、吉成市長も山田

町とは縁がありまして、吉成市長のお父さんの戦友さ

んが山田にいらっしゃったそうで、そんな関係で山田

町には足を運んだことがあるとおっしゃっていました。

今回の震災でそのお宅に連絡を入れたのですが、連絡

はつかなかったということで、その息子さんが日立製

作所に働いていらっしゃるという事をお聞きして、そ

れからだいぶ経ってから東成沢にある寮みたいな所に

いらっしゃったということで、お会いしてお話ができ

たということをおっしゃっていました。今回の山田訪

問で中央保育園と出会ったのもご縁だと思っていまし

て、園児 55名、世帯でいうと 50世帯くらいある保育

園なのですが、今回のご縁から物資を配っていただい

てお手数をかけたということもあるので、今後も何か

しらのご支援をしていきたいというお話をしましたと

ころ、市長もそういう事であれば私にも声をかけてい

ただきたいというお言葉をいただきましたので、あわ

せてご報告をして支援を続けていくということで進め

ていきたいと思っています。また訪問した長山ガバナ

ーさんからもお礼の電報はがきをいただいております

ので、こちらもご報告をさせていただきます。震災の

為にこういう集まりが一回しか設けられなかったこと

をお詫びしたいと思っています。本当に至らない会長

でしたが、一年間皆さんのおかげで会長職が自分の中

ではある程度形がつくようにできたのかなと思ってい

ます。本当に感謝を申し上げて、でも感謝しきれない

ですけれども一年間大変お世話になりました。ありが

とうございました。 
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まずは遅参しまして申し訳ありません。今日が最後の

例会ということで、ウキウキして気が抜けたわけでは

ないのですが、若干出るときに雑用がありまして遅く

なったことをお詫びします。大森会長の話の中でここ

数週間の話がありましたので、多少かぶってしまいま

すので、個人的な話と一年間の話をさせていただきま

す。先々週皆さんと岩手に行ってきたんですが、先週

お米の関係の集まりで仙台に行ってきました。仙台は

大きな都市ですが、その隣の多賀城市に行ってきたん

ですが、町としてみると大きな建物が並んでいるし、

たいした被害はないのかなと思うんですが、港から 3

キロ 4キロ離れた駐車場にもゴミが散乱しているとい

うことは、この辺まで水が上がってきたんだなという

所を見ました。都市部であったのですが都市部ならで

はの被害というのを感じました。私が泊まったホテル

は 6月 9日まで営業ができなかった、3ヶ月間営業が

出来なかったということです。しかも営業しているの

ですが空調はききません。ですからこれからの暑さ対

策、まだまだ復旧もしていないんだという地元の意見

を間の当たりにしてきました。公民館とかそういうと

ころでダンボールで区切られた住まいというかそいう

いうのがありまして、いくつか空いているスペースが

あるからだいぶ減っているのかと思ったら、そこは大

きい講堂みたいなところと体育館みたいなところで、

それ以外のところはみっちりとありまして実際大きな

公民館というか施設なのですが、3 百何十人という人

が避難していて、避難所から仕事に行ったり、片付け

にいったりしている状況でした。多賀城市と言うと本

当に駅などをみると日立駅より大きいんじゃないかと

思わせるような都市部ですが、この間行った山田町と

は違った被害の大きさを感じました。あらためて日立

は落ち着いてきた感じがあって、あちこち瓦を葺き替

えたりそういう雰囲気はありますが、まだまだこれか



ら復興においては長い道のりだなと、本当に歩き始め

たばかりだなというのを実感してきました。そういっ

た意味で今回のTシャツのチャリティーが大きな活動

となってひとりでも子供たちの救いの道になればいい

なと思った次第です。退会希望の方いらしているので

すが、理事会も過ぎていますので、ただ来月から新し

い年度に入ってしまうということで今日理事の皆さん

にご案内しまして後ほどご報告させていただきたいと

思います。入会間もない私が幹事という仕事が務まっ

たなというのが今の思いです。ただ今日の例会をもっ

て私の幹事が終わると思うのですが、任期は 6月いっ

ぱいです。今私が何か悪さをして捕まってしまいます

と日立南ロータリーの幹事がこんな事をしたとして、

また会長の名前も載ってしまいますのであとの 2日間

はそういう事がないようにおとなしく過ごしたいと思

います。こんな私でも務まるのかなという思いの中、

皆さんのお力、また先輩方の指導をいただきまして勤

め上げることができたなと感謝申し上げます。残念な

のは会長の話にもありましたように地震があったおか

げでプログラムがこなすことが出来なかった、また会

場その他で沢山迷惑をかけてしまったことは、とても

残念です。ここのところ要害クラブには寄っていない

のですが、要害クラブの鈴木さんも皆さんに会えない

のがさびしいという話も前回お会いしたときにありま

したので、地震に負けずにこのロータリーを運営して

また素晴らしい活動を続けていきたいなと思います。

本当にそういう意味で私が皆さんにどれだけ活動のお

助けが出来たかは自信がないですが本当に皆さんのお

かげでこの役職を全うすることが出来たことを感謝致

します。ありがとうございました。 
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◎ 会員の皆様一年間大変御世話になり、ありがと

うございました。 
大森会長・山縣幹事 

◎ 大森会長一年間ご苦労様でした。 
石川 國博・川崎 健輔・須田 晃 
小山 高一 

◎ 大森会長、山縣幹事一年間大変お疲れ様でした。 
木本 貴一・山本 忠安 

◎ 会長、幹事お疲れ様でございました。 
高島 章行 

◎ 今日で最後です。大変お世話になりました。 
塙 憲男 

◎ 大森会長一年間お疲れ様でした。 
小澤 興 

◎ 沢山感謝。 
小室 幸久・星 勝治・千葉 省三 
池澤 健 

◎ 仕事が忙しいとはいえ、大森会長を始め皆様に
は大変ご迷惑をお掛けいたしました。申し訳あ
りませんでした。 
朝日 正道 

◎ 来週から会長です。よろしくお願いします。大
久保学区子供会のソフトボール大会、奇跡の優
勝でした。 
鹿志村 高道 

◎ 大森会長、山縣幹事一年間ご苦労様でした。 
弓野 博司・川村 昌弘 
 
 本日も多くの方からニコニコＢＯＸへの 

ご協力 誠にありがとうございました。 

本日計６２，０００円 累計額 １，３４４，０００円 
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おめでとうございます 

  

  

 

バッジバッジバッジバッジ授与授与授与授与    

おめでとうございます 
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