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点鐘の前に、東日本巨大地
震で亡くなられた方々のご冥
福をお祈りして黙祷を捧げた
いと存じます。
福島富岡ロータリークラブの永山剛清様、被災
地からの避難で松戸市に滞在していらっしゃいま
す。福島原子力発電所の所長さんは第一も第二も
ロータリアンだそうです。第二原発の所長は永山
様と同じクラブだそうです。普段は何も感じてい
ない、空気、水、電気のありがたみを感じます。
松戸東ロータリークラブの渡辺剛様、ようこそお
越し下さいました。伊勢丹の店長としてここでは
大変な苦労をされたことと思います。どうぞごゆ
っくりお過ごし下さい。
14日（月）に郵便局より100万円を読売新聞・
光と愛の事業団に義捐金として送金致しました。
皆さんの浄財であるニコニコボックスよりの支出
を理事の全員が賛成してくれました。｢拙速を尊
ぶ｣という状況であったと思います。数日後の読
売新聞に義捐金のコーナーに｢松戸ロータリーク
ラブ100万円｣と掲載されました。松戸クラブの中
にも釜石に工場をもっている大川会員や他の会員
たちも少なからず被害を蒙っている訳ですから義
捐金を送金することに片腹痛い感覚もありました
が、どうかご了解ください。
又、山田達郎会員とご家族に調査して頂いてい
た青少年交換留学生・ニュージーランドのルース
さんへの送金は日本で巨大地震が発生してしまっ
たので、第2790地区に送金することとしました。
22年前の｢善意の細い糸｣をたぐって頂いた山田勝
重名誉会員と奥様に感謝申し上げます。
台北天和ロータリークラブの会長・李幼玲様
（ボニータ様）よりも義捐金や救援物資の申し出
があります。アメリカの青少年交換留学生だった、
ジュリー・ウェグナーさんからも心配してメール
がはいってきています。そして外国メディアによ
る避難先での日本人のマナーの良さが報道されて
います。｢どうぞ、お先に。｣という日本人のおも
いやりや善意が着目されています。

れ50通りのご苦労があったことと思います。鉄道、
金融、工場、店舗、ビルなど……、私どもの被害
は軽微なものと考えていますが｢計画停電｣には参
りました。パンを焼くという仕事は朝、５時に仕
込み始めても発酵工程などを経て、最初の焼き上
がりは９時30分頃になります。トンネルオーブン
は連続してずっと数時間を稼動させたい訳なので
す。そこで社内で検討してつらいけど夜勤をする
ことにしました。隣接するマンションには全室、
騒音などご迷惑をお掛けしますとご説明・ご挨拶
にいかせました。別段に抵抗されることもなく、
逆に頑張ってくださいと言われたそうです。
そして先週の17日にようやく連絡がついた、仙
台の南に位置する岩沼市にある当社・お得意先
｢とんかつ・くろしお｣様に連絡したところ、家族
６人のうち４人が亡くなり、１人が行方不明との
ことでした。それ以前に連絡した東北地方の人々
がすべて無事だったので大変にショックでした。
生き残ったのは息子さんで彼の結婚式にも招待さ
れ祝辞までするようなお付合いでした。父、母、
妻、子供2人を亡くし、海に近かったご自宅も流
されたそうです。｢伊原社長ですか、……｣と電話
先で泣いていました。こちらも何と言ってよいの
か声をかけられませんでした。父親である武澤社
長はタキザワハムに勤務していて沖縄・黒豚肉の
開発にたずさわっていました。箸でちぎれるほど
柔らかい肉が評判でした。20年位前に仙台のイト
ーヨーカドーで買った雪和食品の生パン粉で試作
したところ、大変においしく出来上がったそうで
す。その秘密を確かめたいと早朝に試作品を作っ
て松戸まで出てくるような熱血漢でした。すべて
の材料にこだわりを持っていたいというのが武澤
社長の持論でした。以来ずっと、超特選アラ目生
パン粉２kgをたくさんお買い上げ頂いていまし
た。そして本日23日の火葬が朝、８時・９時にさ
れ、そしてご遺体の発見順で火葬するとの事でし
た。次の火葬が27日と30日だそうであります。現
地の混乱ぶりを象徴しています。
そして、昨日22日には、福島県よりの避難先に
なっている南花島の栄松寺にいる人達が当社にパ
ン粉用に焼いた｢食パン｣と｢ジャム｣と｢めんつゆ｣
を取りに見えました。社員たちも気持ちよく協力
してくれています。運が良いのを当たり前と思わ
ないこと、有難いことだと思え。と言われていま
すが実感します。

ここ２週間では会員皆様50人がいれば、それぞ
− ３ −

本日の卓話は大川吉美会員でしたが、急遽プロ

グラム委員会副委員長の平松徹会員になったそう
であります。ＢＣＭＳについて（事業継続マネー
ジメントシステム）です。まさに｢治にいて乱を
思い、乱にて治を思う。｣ことの大切さでありま
しょうか。

例会の取り扱いについて
３月16日 の例会は取消とする。
② 台湾ＲＣよりの義損金について
後日どこに振込か連絡する。
米については小川国際奉仕委員長に一任する。
③ 大川会員に10,000円の見舞金を送る。
承認
④ 東日本大震災の義援金について
例会にて寄付金台帳に書き義援金とする。
送り先は未定。
⑤ ホテル ザ・マンハッタンに於ける親睦移動
例会の会費として徴収した一万円は別途同様の
催しを予定する事とし、会員に返金せず未納者
についても徴収する方向とします。

伊原会長

松本会員

篠宮会員

松葉会員

①

１．クラブ内、会議・連絡事
項等の案内
① 例会終了後臨時理事会
を開催します。
② 今後の例会についても
通常通り伊勢丹バンケッ
トルームにて行います。
② 来週３月30日 の例会は定款第６条第１節
により休会です。
２．外部からの会議・連絡事項等の案内
特にございません。
３．他クラブ会報・その他
会報が柏ＲＣ・柏西ＲＣ・流山ＲＣより届い
ています。
４ 例会変更の連絡
・松戸東ＲＣ
平成23年３月25日 の例会は例会場が変更
点鐘 18：30
場所 松戸商工会議所 ４Ｆ
５．その他報告
特にございません。

会員52名
出席41名
仮欠11名

義務会員43名
義務会員35名
義務会員 8名

田中
橋口
浅井

忠行君
和幸君
利明君

島村
川並
三国

土、屋
中山

亮平君
政明君

船橋東ＲＣ
松戸東ＲＣ

本日出席率

渡辺
永山

剛様
剛清様

善行君
芳純君
大吾君

免除会員 9名
免除会員 6名
免除会員 3名

大川 吉美君
中田智次郎君

３月10日
３月11日

83.67％

松戸東ＲＣ
富岡ＲＣ（福島県）

伊原清良君／本日、10時頃、軽いめまいがしまし
たが会長として欠席すると「あいつはダメらし
い！」と風評被害が心配なので出てまいりました。
皆さんに会えることに価値を見い出す今日この頃
です。
小林 登君／所用のため早退させていただきます。

− ４ −

ニコニコBOX

当日￥ 11,000

累計￥955,000

財

当日￥ 4,561

累計￥128,104

団BOX

文責／澤田

