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2018～19 年度国際ロータリー 

第 2780 地区第 3 グループ 

ＩＮＴＲＡ ＣＩＴＹ ＭＥＥＴＩＮＧ 

「東北を忘れない」 

 

－思いを寄せ、復興を信じよう－ 

 

日時：2019 年 3 月 24 日（日）14：00 から 

会場：藤沢商工会館（ミナパーク）6 回ホール 

ホストクラブ：かながわ湘南ロータリークラブ 

プログラム 

■開場   13：00～ 

■受付開始 13：00～ 

■開会行事 14：00～14：25 

  司会 柴崎 恵子 

●点鐘      ガバナー補佐  山口 俊明 

●国歌及びロータリーソング「奉仕の理想」斉唱 

       ソングリーダー   柳元 幸子 

●開会のことば ＩＭ実行委員長  磯崎 勇次 

●物故会員黙祷 ガバナー補佐   山口 俊明 

●来賓紹介   ガバナー補佐   山口 俊明 

●ガバナー補佐あいさつ   

ガバナー補佐    山口 俊明 

●来賓あいさつ 藤沢市長     鈴木 恒夫 

 （引き続き） 

 

■ＩＭ「東北を忘れない」 14：25～16：00 

              司会  小鷹 英由紀 

 ・福島県川俣町立川俣小学校第二校歌 

「明日に夢を乗せて」 

 ●小野寺前防衛大臣（財団学友）からのメッセージ 

 ●東日本大震災後も続く自然災害 

 ●第３グループ９クラブの支援活動 

 

 

 

 

 

 ●財団学友の支援の輪 

 ●福島視察報告 

  ・東京電力福島第一原発の今～浪江町の現状 

●「東北を忘れないために」 

・震災遺構が語りかけること 

・東北・福島の復興を信じて 

 ・復興支援ソング「花は咲く」合唱 （引き続き）  

■ＩＭを終えて 16：00～16：20 

司会  坂本 万里 

 ●ＩＭ講評  第 2780 地区ガバナー 脇 洋一郎   

 ●次年度ガバナー補佐紹介 

ガバナー補佐        山口 俊明  

 ●次年度ガバナー補佐あいさつ 

 次年度ガバナー補佐    渡邊 昭 

 ●次年度ＩＭホストクラブ会長 

       次年度藤沢東ＲＣ会長 吉田 新一 

 ●閉会のことば  ガバナー補佐     山口 俊明 

 ●点鐘    ガバナー補佐       山口 俊明          

例会日■2019 年 3 月２４日(日) 会場■ミナパーク  開会点鐘■１４：００ 

■http://www.fujisawaminami-rc.com/ 

■e-mail:f.minami-rc@za3.so-net.ne.jp 

事務局：藤沢市辻堂２-９-１横浜銀行辻堂支店内 TEL・FAX：0466-34-8949 

藤沢南ロータリークラブ            
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■９クラブ合同例会 16：25～16：55 

               司会 出口 律子 

 ●点鐘 

 ●９クラブ会長あいさつ及び幹事報告 

       かながわ湘南ＲＣ会長 小尾 優美子 

 ●新会員紹介及び記念品贈呈 

       第 2780 地区ガバナー   脇 洋一郎 

       ガバナー補佐          山口 俊明 

 ●次年度会長･幹事紹介９クラブ会長･幹事の皆さん 

 ●点鐘  かながわ湘南ＲＣ会長 小尾 優美子 

（会場転換のため小休憩） 

■９クラブ合同懇親会 17：10～18：10 

              司会  柳元 幸子 

 ●開会あいさつ 前年度ガバナー補佐 端山創之 

 ●乾杯   第 2780 地区ガバナー  脇 洋一郎 

 ●歓談 

 ●次年度第 2780 地区ガバナーあいさつ 

    次年度第 2780 地区ガバナー  杉岡 芳樹 

 ●ロータリーソング「手に手つないで」合唱 

 ●閉会あいさつ 次年度ガバナー補佐 渡邊 昭 

                           (以上、敬称略) 

ごあいさつ 

第３グループガバナー補佐 山口俊明（藤沢東ＲＣ） 

2018－19 年度の第 3グループ「IM」はかなが

わ湘南 RC がホストクラブです。ご承知のとおり、

かながわ湘南 RC は 2004 年の国際ロータリー創

設 100 周年記念事業の一環として創立されたクラ

ブです。財団学友中心のクラブに志を同じにする仲

間が加わり、「みんなで汗をかこう」をモットーに

活動しています。今回は「東北を忘れない」をテー

マに、第 3グループの皆さんとともに東日本大震

災・福島第一原発事故を振り返り、改めて私たちに

できることを考えてみます。 

  東日本大震災から 8年が経過し、大災害のことが

少しずつ私たちの記憶から薄れてきています。そう

した中、私はかながわ湘南RCのメンバーに誘われ、

1 月中旬に福島県に行ってきました。初日の東電福

島第一原発では作業員の過酷な廃炉作業に接し、2

日目は人気のない JR 常磐線浪江駅前の現状を観て、

深刻さを実感しました。まだまだ多くの方々が故郷

を追われ、避難生活を送られています。東北を忘れ

ず、東北の復興再生を信じて、これからも私たちは

支援を続けていきましょう。 

忘れないこと、そして信じ続けること 

    2018－2019年度 IM 実行委員長 

     磯崎 勇次（かながわ湘南ＲＣ） 

  東日本大震災発生前、福島県と聞いて連想するの

は「会津磐梯山」「猪苗代湖」「野口英世」「鶴ヶ城・

白虎隊」などでした。そして、私は福島県内に二つ

の巨大な東京電力原子力発電所があって首都圏に

たくさんの電力を提供してきたことを知りません

でした。そもそも福島県は東北電力の管内なのにな

ぜ東京電力なのでしょうか。福島では地元民のため

にではなく首都圏の住民や企業向けにたくさんの

電力を作り出しました。 

  今、福島県と聞いて真先に頭に浮かぶのは間違い

なく福島第一原発事故でしょう。ただ事故から 8年

が過ぎ、今福島で何が起きているかを考えている人

は少ないでしょう。今回の IMは「東北を忘れない」

と題し大災害を振り返ります。現地にも足を運んで

きました。東北・福島の復興再生は簡単ではありま

せん。福島から恩恵を受けてきた私たちができるの

は「東北を忘れないこと」「東北の復興再生」を信

じ続けることです。 

第３グループガバナー補佐 

2017－201年度 端山 創之 藤沢西ＲＣ 

2018－201年度 山口 俊明 藤沢東ＲＣ 

2019－202年度 渡邊  昭 藤沢北ＲＣ 

第３グループ 2018-2019 年度会長幹事 

クラブ名 会 長 幹 事 

藤沢ＲＣ 大小原 徹 藤田 浩二 

藤沢西ＲＣ 原田 武司 高木  透 

藤沢北ＲＣ 石川 麻央 笠原 又一 

藤沢東ＲＣ 村上  進 梶浦  暁 

藤沢北西ＲＣ 府中  洋 井上 直紀 

藤沢南ＲＣ 入澤 淑江 木本己樹彦 

ふじさわ湘南ＲＣ 中田 隆之 岡本 将太 

かながわ 2780ＥＲＣ 原 いづみ  

かながわ湘南ＲＣ 小尾 優美子 出口 律子 

第３グループ 2019－2020 年度会長幹事 

クラブ名 会 長 幹 事 

藤沢ＲＣ 藤田 浩二 吉野 貴美 

藤沢西ＲＣ 大澤  宏 磯田 賢吾 

藤沢北ＲＣ 神崎 知久 岡本  章 
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藤沢東ＲＣ 吉田 新一 和田江利佳 

藤沢北西ＲＣ 柳生 孝秀 阿部 貴之 

藤沢南ＲＣ 青木 小四郎 新井 智代 

ふじさわ湘南ＲＣ 寺田 圭次 相澤 庄太 

かながわ 2780ＥＲＣ 田代 晴香 鳥山 友紀 

かながわ湘南ＲＣ 原  千草 金井 玲子 

かながわ湘南 RC 会員 

磯崎勇次 伊藤綾子 奥 和子 小澤文洋 

小鷹英由紀 小尾優美子 金井玲子 小林曄子 

坂本万里 佐々木裕子 柴崎恵子 下里由香 

鈴木裕一 高木直之 中力えり 出口律子 

徳永洋明 原 千草 原川彩子 真間伸一 

マルカス 望月 望 森 勝美 盛岡 敏夫 

柳元幸子 柚木裕子   

 

 

 

♦次週予定 

3 月 25 日(月) 休会・3/24 IM の振替 

  31日(日) 第6回ロータリーウォーキング 

大会ＩＮふじさわ 点鐘 8:30 

       神台公園⇔ 

       ホスト：藤沢西ＲＣ 

♦出席報告 

 

 

 

 

 

 

会員数 出席義務者 出席免除者 出席者 暫定出席率 前々回出席率 

３８名 ３６名 ２名 ２５名(免 1 名含) ６７・５７％ ７０・２７％ 

本日欠席者：大和田君、加藤君、川島君、栗原君、後藤君、永松君、深井君、松尾君、村井さん、 

森君、山田君、吉田君、         メイク＝阿部君、木本君、前田さん 

スマイル BOX スマイル BOX   累計\712,013.- 


