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本日はこの会場での最後の通常例会になります。クラブフォーラム
として各委員長に一年を顧みてということでこの一年の活動報告を頂
きます。委員長の皆さまどうぞよろしくお願い致します。
さて、この一年を顧みてと言う事では今年度最大の出来事としては
「3.11東日本大震災」これに尽きます。千年に一度ともいわれるこの
震災は、私の中では、44歳になった次の日、私は3月10日生まれです
ので誕生日の次の日に起きまして、そして自分のロータリー会長年度
の年にこの震災が起こったという事であります。ということで、本日
通常例会最後のブックマークは東日本大震災についての、私の復興支
援活動の続きのお話をさせて頂きます。
先ずは、ブックマークと言う事ですので本来の「しおり」の意味で
この本の事からお話しさせて頂きます。「がれきの中で本当にあった
こと」という本です。 これは前に仙台に行ったときに一度お話をさ
せて頂きましたが、私どもの同業者の話で、今回の津波で亡くなった
娘さんが生前に受けた看護師免許の合格通知をお母さんが受け取った
という話をさせて頂きましたが、それが本になりました。「看護師の
夢、母に残した合格証書」という題名でこの本に掲載されております
。この中には48の物語が掲載されておりますが、ここに載っている物
語、全てが可哀相な話で終わっているわけではなくて、被災した中で
も、懸命に生きて行こうとする力強さを感じる物語もあります。そし
て、このお母さんの最後の言葉、「この震災の真実を100年後も200年
後も伝えてほしい。亡くなった多くの人たちのために。同じことが二
度と起こらないように」と言う言葉に共感しまして、私たちの全優石
という会では慰霊碑の建立と、ここまで津波が来ましたと言う未来へ
のメッセージを残すための津波石の建立プロジェクトを立ち上げてお
ります。そして、今週月曜日と昨日、再度宮城へ行って参りました。
月曜が石巻市と南三陸町、そして昨日は女川町に行きまして市長さ
ん、町長さんにお会いして話をさせて頂きました。前回行った時から
しますと2ケ月が過ぎておりますが、印象としては瓦礫がずいぶん片
付いたかなと言うくらいの変化しか感じませんでした。

AGEO ROTARY CLUB
南三陸町ではまだ水道が7％しか復旧していない
という事ですので、避難所や仮設住宅は目にしま
したが、まだまだ人並みの生活が出来ない状態で
、先が全く見えないという事に変わりはありませ
んでした。
印象的だったのは、南三陸町の町長さんが凄く
気さくで明るかった事ですね。この方、防災セン
ターという3階建の建物の屋上のアンテナにしが
みついて助かったのですが、この防災センターで
は30名以上の方が亡くなっていまして、目の前で
部下が流されていくのをアンテナにしがみつきな
がら見たわけですが、とてもそんな悲劇を目の当
たりにした事は全く感じさせなく気さくに話して
頂きました。そのように大人は現実を直視して前
に進もうとしていますが、子供の心に残した傷は
深いものがあるようでした。
最近では心の復興に向けたイベントが行われてお
りまして、今回私たちと地元との橋渡し役をして
いただく方がいまして、その方がイベントで出会
った子供の事を話しておりました。石巻の大川小
学校という74人の生徒と先生が流された学校の復
興イベントで、お姉さんを流された小学2年生の
少女の話をしておりまして、この子は震災後固く
心を閉ざしてしまい、津波の話をすると、その話
はしないで、と制するそうです。最近になってや
っと涙を見せることがあるという事で、今までは
泣く事も出来なかったと言っておりました。子供
たちに残した傷跡は計り知れないものがあると思
いました。
このように災害から3ヶ月と12日が過ぎました
が、まだまだ被災地は復興というには程遠い所で
ありました。そこで、私たちロータリアンは専門
職業人の集まりで、それぞれがそれぞれの職業人
としての立場で被災地への支援をおこなっている
方も沢山いらっしゃると思います。今後も多くの
方が被災地へ目を向け長期にわたり出来る支援を
していかなくてはいけないと3度目の被災地に行
って改めて感じるところでありました。
本日も例会よろしくお願いいたします。

幹 事 報 告
島村 健幹事
◆東日本大震災の影響で延期になっていたインタ
ーアクト事業の韓国派遣研修が再開されること
になりました。７月22日〜25日の3日間研修を
行いますと連絡がありました。上尾高校から生
徒1名が参加します。次年度になると思います
が、出国前と帰国後に報告してもらう予定です
◆来月のロータリーレートは82円です。

ご挨拶
東京電力株式会社 さいたま支社
サブマネージャー 林啓太郎様
皆様こんにちは、本
日はお忙しい中お時間
を頂き誠にありがとう
ございます。本年の3月
に起きました震災によ
ります弊社の原子力発
電所の事故また、それに伴う計画停電について非
常にご心配とご迷惑をお掛けした事をお詫び申し
上げます。本日、今年の夏の節電についてお話さ
せて頂きたいと思います。今回の震災で原子力発
電所ばかりが注目されているのですが、実際のと
ころ火力発電所もかなり甚大な被害を受けまして
復旧までにかなり時間が掛かっている状況です。
一部復旧していますが、特に福島第一、第二の南
にある広野火力発電所はいま、努力をしておりま
すが完全に復旧する見込みがたっておりません。
今年の夏の弊社の供給力ですが5,520万kWでござ
います。そして、今年の夏供給する最大電力は
5,500万kWと想定しております。数字的にはぎり
ぎり足りるとなっておりますが、昨年のような猛
暑になった場合6,000万kWという形になり約12%
足りなくなってしまいます。足りなくなった場合
、大変申し訳ないのですが春に実施させて頂きま
した計画停電を行うという形になってしまします
。社会的な影響を考えて今年の夏はなんとかこの
計画停電を回避したいと考えております。

AGEO ROTARY CLUB
昨年と同じ6,000万kWの需要があった場合約12%
ほど足りないという状況ですので、弊社及び国の
方からお願いしている節電の%は15%でございます
。十数年前ですと電気の供給が厳しくなるのは午
後1時〜4時となっていましたが、今年の夏に限り
ましては足りなくなる時間帯が朝9時〜夜22時と
かなりの広い範囲で足りなくなる恐れがございま
す。その為に大変申し訳ないのですが、平日のこ
の時間帯皆様に節電をお願いしたいと思っており
ます。家庭で消費される電力は全需要の3割を占
めておりますので、皆様のご家庭での取り組みが
かなり効いてくると思います。昨日そして本日と
かなり暑い日が続いております。これから非常に
ご迷惑をお掛けする期間が長くなると思いますが
、是非計画停電の回避としてご協力頂ければと思
います。大変ご迷惑をお掛けすると思いますが、
引き続きよろしくお願いいたします。

越谷北ロータリークラブ 永田雄治様
皆様こんにちは、お
時間いただきありがと
うございます。本日は
国際大会のお礼に伺い
ました。大塚会長をは
じめ島村幹事、富永会
員、大塚パストガバナーご参加して頂きましてあ
りがとうございました。来年はバンコクで開催さ
れます。私は2週間後には現地に行ってひと通り
段取りをして参ります。本日は貴重な時間ありが
とうございました。またよろしくお願いいたしま
す。

クラブフォーラム

きました。次年度からが幹事ということで、大き
な責任を感じております。やはりこれからもロー
タリーそしてクラブの運営についてもここ1年で
感じた事は事前にもう少し勉強しないといけない
と痛感しました。次年度委員長の方はロータリー
の理解を深める委員会をやって頂きたいと思いま
す。ありがとうございました。

出席委員会 神田博一委員長
出席報告をする都度
、若干コメントを加え
させて頂きました。高
い出席をした会員の方
には最終例会にて何か
行いたいと思っており
ます。とにかく自分の所属しているクラブに出席
するのが大前提でございます。次年度の委員長も
引き続き頑張ってほしいと思います。1年間ご協
力頂きましてありがとうございました。

親睦活動委員会 久保田勲委員長
親睦活動委員会では1
年間を通して皆様には
本当にお世話になりま
した。納涼例会から始
まりまた、親睦旅行で
は大変貴重な時間を過
ごさせて頂きました。そして、クリスマス例会も
楽しく開催させて頂きました。この1年間は私自
身企画を立てたりして楽しく過ごす事が出来まし
た。本当1年間委員長になって大変でしたが楽し
かったです。ありがとうございました。

ホビー委員会 樋口雅之委員長

震災により中止となりました。少し委員会活動と
しては寂しい感じになってしまいましたが、次年
度は活発な活動出来るよう引継をしたいと思って
おります。1年間ありがとうございました。

ロータリー財団委員会 細野宏道委員長
まず皆様には1年間寄
付にご協力して頂き御
礼を申し上げたいと思
います。上尾ロータリ
ーとしては財団への目
標寄付金を達成した事
をご報告させて頂きます。本当にありがとうござ
いました。また、昨年から続けているペットボト
ルのキャップの収集及びそれを使っての寄付も取
り組ませて頂きました。本当に1年間お願いばか
りで財団委員長として申し訳なく思っております
。1年間再度感謝を申し上げまして私の報告とさ
せて頂きます。ありがとうございました

会員選考委員会 小林邦彦委員長
本年度は4名の方が入
会されました。7月から
新しい年度では新会員
の皆さんもそれぞれの
委員会で頑張って頂き
たいと思います。1年間
選考に限らず増強にご協力頂けましたことにお礼
を申し上げます。ありがとうございます。

ロータリー情報委員会 大木保司委員長
前期では何人かの新
会員に勉強を兼ねて委
員会に行ってもらいま
した。後期では色々と
計画をしておりました
が、地区の行事を重な
りまして頓挫してしまいました。また、ロータリ
ーの基本的な事をまとめた本を無償で頂ける事に
なりましたので、入会3年未満の方に今度お配り
したいと思います。ありがとうございました。

職業奉仕委員長 沼尻克美委員長
職業奉仕委員会の1年
間の活動としてロータ
リー綱領を定期的に唱
和する事と４つのテス
トの唱和の継続を皆様
にお願いをして行って
きました。また、健康をテーマにした取り組みと
して私が「8020と歯周病」というテーマで卓話を
させて頂きました。1年間ご協力ありがとうござ
いました。

社会奉仕委員会 竹内勝彦委員長
本年度は大きな活動
として障害者の子供た
ちと日帰りの親睦旅行
に行くという今までに
ない活動をさせて頂き
ました。また、例年通
り献血の活動を2回と障害者作品展示即売会を行
いそれぞれ問題なく活動出来ました。色々と皆様
にはお忙しいところご協力を頂きありがとうござ
いました。次年度もよろしくお願いいたします。
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■大塚会長 永田さんようこそ委員長の皆様ありがとうございました。
■島村幹事 永田様ようこそ委員長の皆様一年間ありがとうございました。
■名取副会長 次年度もよろしく
■関口副幹事 結婚祝いありがとうございます。お疲れ様でした。

■越谷北RC永田雄治様 本日はよろしくお願いします。大塚会長1年間
お疲れ様でした。大塚会長、島村幹事、富永さん、大塚PG国際大会お
世話になりました。
富永会員 小林会員 加藤会員 沼尻会員 尾花会員 岡野会員 藤木会員
大木会員 細野会員 村岡会員 井上会員 神田会員 渡邊会員 竹内会員
深澤会員 須田会員 樋口会員 野瀬会員 齋藤(哲)会員
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例会日 毎週木曜日 12：30〜13：30
事務所 〒362‑0035 埼玉県上尾市仲町1‑8‑31 新和エクセルビル303
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年間の委員会活動の
目標として色々と書か
せて頂いたのですが、
実際にこの1年間を考え
てみますとRLIに参加し
て色々と勉強させて頂

ホビー委員会では主
に野球とゴルフコンペ
の開催に携わってきた
のですが、ゴルフコン
ペは地区と共催で開催
して2度目以降は天候と
震災の関係で中止となりました。野球に関しては
春頃に活動しようと考えておりましたが、これも
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クラブ管理運営委員会・クラブ奉仕委員会
関口和夫委員長
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