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開会点鐘 神谷征兒 会長 

お客様紹介 米山奨学生 郭柔廷さん 

ロータリー奨学生 梶野杏奈さん 

ロータリーソング オンライン例会中は省略致します。 

 

会長の時間 3 月 16 日の福島沖を震源とする地震の件で、メールを台中 RC よりいただいております。 

地震発生翌日に我々の安全をご心配してお手紙を頂戴しました。 

こちらについては、お気遣いに感謝し、問題ない旨返信させていただきました。 

震源地に近い原町 RC へは、みなさまへのご様子を伺うメールをしましたところ、19 日に佐藤会長か

ら、昨日 23 日幕田ガバナー補佐さんよりご返信をいただきましたので、ご紹介させていただきます。 

＜佐藤会長より＞ 

御丁寧なメールありがとうございました。 原町ロータリメンバーも、全員無事で、それぞれの企業、 

会社で復旧復興に努めています。行政も私どもの市民に様々な情報を流して頂き、よりスムーズな生活

が出来る体制を取っていてもらっています。現在の所、私どもの住んでいる南相馬市原町区は地盤が固

く、隣接の相馬市と比較して、１０年前の被害と比べて、少しは被害の度合いが少ないです。只、メン

バーに東北電力のメンバーがおり、火発のタービンがストップしたり、電力の復旧工事に大変な努力を

強いられているのが現状です。 それぞれメンバーの事務所は、書類が散乱して、あとかたずけに時間

を要しているみたいです。只、今回は津波の被害が無い分、少しは復興の道程の度合いは少しずつ歩み

始めていますので、御安心下さい。 

いつも、何にかと心優しいお言葉を頂き、メンバーを代表して、御礼申し上げます。 

２月の例会はコロナの影響で中止、３月の１回目も蔓延防止の関係で中止、本来ですと、 

今月２４日に久しぶりの例会を開催予定でしたが、この震災で同じく中止せざるを得ませんでした。 

また、皆様とお会いできる日々を楽しみにしております。又、一緒に美味しいお酒でも飲める日が一日

も早く来れる事をお祈りしています。 ありがとうございました。    

＜幕田さんより＞ 

今日は この度の福島沖地震のお見舞い等の連絡頂き有難う御座います。 

ご返事遅れまして大変申し訳御座いません。 

今回の地震に際して、ガバナー補佐としての情報を各クラブ確認致しておりました。 

当原町クラブに於いても、確認した所会員皆様に被害は無く、各勤務先等の店・事務所等にて 

棚からの落下にて散乱し、片付けに追われていますとの事。南相馬市の一部と相馬市に置いて 

断水あり、相馬市にても電気は１７日午後復旧したとの事でひとまずほっ しております｡ 

ｺﾛﾅも静かになってきたかなと感じていた矢先のガタガタとまたかと頭の痛い所です。 

１日に何回となく、ゴオ－と来るとガタガタと揺れ、震度 1～3 クラスが襲ってきます。 

破損の所があるようですが、会員皆様に怪我がなかった事は、よかったかと思っております。 

小金井 RC 様にも、大変ご心配頂き本当に有難う御座います。 
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そろそろ桜の季節ですね、小金井桜の下で懇親が出来ればと思っていたのですが、 

どうでしょうかね。お会いできる日を楽しみにしております、 

神谷会長様はじめ、会員皆様に置かれましても、くれぐれもお身体にはご留意頂きます様 

お願い申し上げます。御礼返しになりますが、本当に有難う御座いました。 

ご返事遅くなりまして申し訳御座いませんでした。 

原町ロータリークラブ 

幕田正高 

 

最後にウクライナへの寄付について。みなさんからお預かりしています寄付金ですが、ロータリー財団

が災害救援基金を作りましたので、こちらに送られます。その先は、主にウクライナと国境を接する指

定ロータリー地区とウクライナ国内のロータリー地区に対してになります。 

そして、災害救援基金から各地区 5 万ドルまでの補助金の申請を受け付け、迅速な手続きが行われる

ようにするとのことです。使途については主に水、食料、シェルター、医療品、衣服といった救援物資

を含め、この危機による難民や被災者の支援となるもの。でございます。 

 

この寄付者についてですが、昨日田中靖次年度財団委員長とお話しをして、個人のお名前で寄付すると

いう形を取らせていただくことにさせていただきました。 

理由としては、人によっていろいろとお考えがあるということ。また、財団への寄付となりますので、

個人個人のお名前にすることにより、個人の年次寄付に加算されるということ。の 2 つです。よっ

て、そのようにさせていただきます。本日までを集金期間といたしましたが、寄付したいけど時間がな

かったという方は、メールでお送りしております口座振り込みで 3 月 30 日までにご対応ください 

会務報告 ■２７５０地区 地区大会のご案内  ←本部への登録は終わっていますが、直近になって参加でき

る方は、クラブ事務局で名札を作成し参加することが可能の為、事前にご連絡下さい。 

   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 

■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。 

（預り金口座：多摩信用金庫 小金井支店 普通 2474797 東京小金井ロータリークラブ会長神

谷征兒） 

 

【 多摩中 G・クラブ内】 

■クラブ炉辺会合を４月 21 日（木）に延期致しました。レストラン葦：18：30 より開催 

事務局まで出欠の有無をご連絡ください。 

■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  
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  ・会場：パレスホテル立川 ローズルーム 登録料１５，０００円 

  （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・上原さん） 

■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。 

※4 月 11 日（月）までに参加者登録の連絡するため、事務局まで出欠の連絡を入れてください。 

■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） 

・3/31（木）公的休会 

・4/7（木）ハイブレット例会・ポリオ撲滅チャリティゴルフ大会 

【到着郵便物】 

 

委員会報告 ■ＩＭ実行委員会より：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 4/11（月） 

■職業奉仕委員会より：「私の職業奉仕」更新版を作成します。4/28 迄にご提出ください。 

出席委員会 本日の出席率：60.52％（会員数３9 名中、免除 1 名、事前メイク 0 名、欠席 16 名 

名） 

ニコニコボックス ■会長・幹事 

■清水安紀さん 

本日のニコニコ 2 件   15,000 円  累計 115 件  591,,000 円 

卓話 ■関口弘治会員 「姉妹クラブ 台湾・台中東南 RC」 

 

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。 


