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開会点鐘 神谷征兒 会長 

お客様紹介 ■米山奨学生 郭柔廷様 

■ロータリー奨学生 梶野杏奈様 

ロータリーソング オンライン例会の為省略 

会長の時間 昨日の午後 11 時 36 分ごろ、とても大きい地震がありました。 

揺れている時間もとても長く感じました。東京は震度 3〜4 ぐらいでしたが、姉妹クラの南相馬の原町

は震度 6 強でした。どうも原町 RC のことが気になって、幕田さんにメッセージでご様子を伺いました

ところ少しものが散乱したが、大丈夫です。とのことでしたので、ホッとしました。 

東北新幹線が脱線するなど、宮城、福島では数名の死者も出てしまったようです。 

気象庁によると 2、3 日のうちに同じ規模の地震が発生される可能性があるようですので、 

当面、地震が起きたことを想定して行動された方が良いと思います。 

 

さて、11 年前のちょうどこの頃、3 月 11 日は東日本大震災が起きました。 

先週「風の電話」を取り上げている記事がいくつかありましたので、 

このお話を少しさせていただきます。 

 

「風の電話」は岩手県大槌町に住む佐々木格さんが、 

ご自宅の庭に作った電話線のない電話で、 

亡くなられた方と残された方を繋ぐものです。 

 

→写真① 

 

佐々木さんがいとこをガンで亡くした時、いとこと残された家族とを繋ぐものが 

何かないか考えた時、この「風の電話」を思いついたそうです。 

いとこの死の以前にお子さんを亡くしたお母さんが心の病にかかってしまったことが、 

元々のきっかけでもあったようです。 

 

そしてこの「風の電話」が注目されたのは、3・11 です。 

震災後から今までに延べ 45,000 人の方々に利用されたということです。 

ある男性は、奥さんを亡くされて、ここに 3 回目に訪れた時にやっと、 

受話器をとって思いを語ることができたそうで、 

電話ボックスの中で大声で泣きながらお話をされていたそうです。 

この方は、その後もここを訪れており、 

今は故郷の復興のために力を注がれているそうです。 

佐々木さん曰く、ここを訪れた人は、自ら内面を出して、なにに悲しんでいるのか、 

怒っているのかを話すことで心と向き合っている。 

そして自分を納得させるため、前に踏み出そうとしているのでしょう。と語っています。 

第 2803 回 例 会 報 告    2022 年 3 月 17 日（木）12:30～ オンライン例会 
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この「風の電話」を作った佐々木格さんと我々のクラブには少し関わりがあります。 

 

→写真② 

 

ちょうど 3 年前の清水輝明さんの年度のことで、 

ご存じない方もいらっしゃいますのでご紹介させていただきます。 

清水さんは 3・11 が起こってからづっと東北地区で支援活動を行なっておりましたので、 

清水さんの会長年度に、なにか東北地方で奉仕活動ができればと考えておりました。 

ちょうど「風の電話」を囲むボックスが傷んで、寄付を募っているということでしたので、 

連絡をとりましたが、かなり知名度があり、もう寄付は集まりました。というこでした。 

佐々木さんは大槌町のため、被災者のため、いろいろな活動を行なっておりましたので、 

協力をしてもらいたいものをたくさん抱えておりました。 

その中で、大槌町の観光資源として宮沢賢治の詩を記した石碑を大槌駅に作りたい。 

との思いがあり、こちらに協力をさせていただきました。 

 

→写真③ 

 

機会がありましたら、「風の電話」「石碑」を見に行ってみてください。 

美味しいご馳走もございます。 

 

→写真④ 

 

最後にウクライナへの寄付を先週から集めており、数名の方より事務局へ 

おもちいただいております。 

銀行振込もできるようにご案内もさせていただいております。 

3 月 24 日までにおもちいただければと思います。よろしくお願いします。 

 

写真①             写真②              写真③ 
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写真④ 

 

会務報告 【地区】 

■２７５０地区 地区大会のご案内  ←新しいリーフレットが届きましたので各自メールボックス

へ配布しました。 

  ※再度 登録を提出します。 締切 3/18（金） 会場グランドプリンス新高輪国際館パミール３

階 

  ・ＲＩ会長代理歓迎晩さん会 5/12（木）17：30-20：00（会長・幹事・田中靖さん） 

  ・本会議 5/13（金）13：00-18：00（受付 12：00） 

  ・懇親会 5/13（金）18：30-19：20 

■東京府中ＲＣ 創立 60 周年記念式典のご案内  10 名で登録完了いたしました。 

  ・開催日：2022 年 4 月 13 日（水） 受付 16：30～ 合唱 17:00～ 式典 18：00-19：

00 

  ・場所：府中の森 芸術劇場 ウィーンホール  登録料：無料 

（現在参加予定者１０名：会長・幹事・井上雄一、町田、斉藤、清水輝明、磯野、麻沼、村越 、大坪

さん） 

  ※コロナの感染状況によっては、内容の変更や中止も考えられます。公的施設の為、飲食は無いそ

うです。 

■第１９回ロータリー全国囲碁大会のご案内 申込締切 5/6 

  ・日時：５月１４日（土）10：00～１開会式 ６:００表彰式 

  ・東京・市ヶ谷の日本棋院本院１階対局室  主催：ロータリー囲碁同好会  ホストクラブ:東

京ＲＣ 

■ウクライナ支援金へのお願い  クラブ締切３/２４（木） 

  ・寄付金は２７５０地区から財団へ寄付されます。ヨーロッパに点在するロータリークラブを通じ

て人道支援目的で使用されるとの事です。寄付される方は各自 事務局に持って来られるか、先日メー

ルにてお知らせしたクラブ支援金用の口座へお振込みください。併せて必ずメールにて寄付の金額をご

連絡下さい。※今回の寄付は控除対象になります。 

【 多摩中 G・クラブ内】 

■クラブ炉辺会合 ３月２４日（木）開催を４月に延期いたします。日程は後日お知らせ致します。 

■東京武蔵国分寺ＲＣ 創立３０周年記念式典 登録締切３/31（木） 

  ・開催日:５月９日（月） 登録 15：00 式典 16：00  

  ・会場：パレスホテル立川 ローズルーム 登録料１５，０００円 
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  （現在参加予定者８名：会長・幹事・三笠・田中靖・町田・岡本・村越 ・大坪さん） 

■多摩中グループ ＩＭ（インターシティ・ミーティング）のご案内  登録締切 3/31（木） 

  ・開催日:５月２３日（月）１７時～２０時半頃予定（登録開始 16：30） 

  ・場所：パレスホテル立川 ４階ローズルーム 

  ※クラブより全会員分の分担金を支払われています。懇親会費は個人負担となりますが、多摩中

グループ 13 クラブの会員が集まる貴重な会合ですので、是非小金井 RC からも大勢の出席をお願い致

します。 

■２１-２２年度 第９回多摩中グループ協議会 

 ・開催日：本日、３月１７日（木） オンライン会議 １８:００～ 今年度神谷会長・田中幹事 

■例会予定 （３月はオンライン例会 12：30-13：30：会場での例会はありません） 

・3/24（木）例会：関口弘治さん     例会終了後 今年度 第 24 回 4 月度理事会 

・3/31（木）公的休会 

【到着郵便物】 

□第４０回 インターアクト年次大会報告書 □小金井新聞３/１１日号 □市民運動新聞３/５日号 

□ハイライトよねやま 264 号 

 

委員会報告 ■岡本正さん：：ＩＭ実行委員会：多摩中グループ ＩＭ（インターシティ・ミーティング）のご案内  

登録締切 3/31（木） 

  ・開催日:５月２３日（月）１７時～２０時半頃予定（登録開始 16：30） 

  ・場所：パレスホテル立川 ４階ローズルーム 

 

出席委員会 本日の出席率：60.53％（会員数３9 名中、免除 1 名、事前メイク 1 名、欠席 15 名） 

各種お祝い ■今週はありません。 

ニコニコボックス ■会長・幹事：今日は渡邊先生にアメリカ留学時のお話をしていただきます。今まで先生から留学のお

話をあまり聞いたことがございませんでしたので、とても楽しみです。先生よろしくお願いいたしま

す。 

 

■高橋尚也さん:日曜日の米山奨学生の修了式に出席して来ました。郭さんと一緒に活動する機会はあ

まりありませんでしたが、無事に一年を終えられてホッとしています。受付で奨学生と間違われまし

た。若く見てもらえたと受け取って、嬉しいのでニコニコします。一年間ありがとうございました。 

 

本日のニコニコ 2 件   7,000 円  累計 113 件  576,,000 円 

卓話 ■渡邊嘉二郎 会員  ■「アメリカ今昔 ミシガン＆テキサス」 

 

閉会点鐘 ■神谷征兒 会長 

※例会の詳細な内容は，動画又は音声記録にてご確認ください。 

 

＜例会の様子＞ 

 


