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国際ロータリー2011～12 年度会長 カル ヤン・バネル ジー 

 
～～ 米山月間 ～～ 

第 2486 回例会 平成 23 年 10 月 19 日（水） 

国際ロータリー第２７９０地区第９分区 
２０１1～２０１2 年度 

 
 

 
 

テーマ『今こそ 博愛を被災地へ！』 

場所：成田ビュ ーホテル  

プ  ロ  グ  ラ  ム  

司会・進行 八街ＲＣ幹事 原  弘行 

14：00 東日本大震災により亡くなられた方々に黙とう 

14：02 開会・点鐘                      ガバナー補佐  塩野谷 征三郎 

    国歌・ロータリーソング「奉仕の理想」 

14：10 ガバナー補佐開催趣旨挨拶               ガバナー補佐  塩野谷 征三郎 

14：15 ホストクラブ会長挨拶                   八街ＲＣ会長  中山 直樹 

14：20 地区クラブ研修委員挨拶                  市川東ＲＣ   山下 清俊 

14：40 「 い ま こ そ 博愛を 被災地へ ！」 （ ＲＣの支援活動について） 

                             地区東日本大震災被災者支援委員会 

                              委員長 織田吉郎パストガバナー 

15：20  休憩 

15：30 ディスカッション（各テーブルごとに討議） 

     テ ー マ 「 い ま こ そ 博愛を 被災地へ ！」  

16：30 各テーブル、約 3分で意見発表 

17：20 講評                             織田吉郎パストガバナー 

17：40 閉会 点鐘                      ガバナー補佐  塩野谷 征三郎 

懇 親 会 
                          司会・進行 ガバナー補佐幹事 亦平  力 

18：00 開会 挨拶・乾杯                  八街ＲＣ会長エレクト 福田  守 

                    懇  親 

    ロータリーソング「手に手つないで」 

19：00 閉会 挨拶                       ガバナー補佐幹事 亦平  力 
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◇ 卓話 

「いまこそ博愛を被災地へ！」（ＲＣの支援活動について） 
                           地区東日本大震災被災者支援委員会 

                              委員長 織田吉郎パストガバナー 

 

◇ ディスカッ ション 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八街ＲＣ 
原弘行幹事 

八街ＲＣ 
塩野谷征三郎ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 

八街ＲＣ 
中山直樹会長 

市川東ＲＣ 
山下清俊地区クラブ研修委員 織田吉郎パストガバナー 
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◇ 意見発表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａテーブル：リーダー／諸岡靖彦（成田ＲＣ） 発表者/伊藤政吉（八街ＲＣ） 記録者/関谷真宏（富里ＲＣ） 

ロータリーらしい支援として、数年後に活用できるような長期的支援、趣味や気持ちを込めた支援（映画上映、俳

句など）、被災地ロータリークラブへ例会を行えるように支援 

Ｂテーブル：リーダー／榎木勝典（八街ＲＣ） 発表者/近藤博貴（成田ＲＣ） 記録者/長谷川吉昭（成田ＣＲＣ） 

・被災地に対する支援について 

被災地の要望する訪問、観光ツアーを実施したり、被災地に仕事を与えるような方策が必要 

インターネット（ロータリージャパン）で被災地のＲＣの状況を調べ、現地の実情に応じた支援が必要 

被災遺児に対する奨学金制度、持続的なプログラムを作成し実施に移すことを望む 

Ｃテーブル：リーダー／生形健一（八街ＲＣ） 発表者/生形健一（八街ＲＣ） 記録者/生形健一（八街ＲＣ） 

・まず 1 番の問題は、なぜ集めた義援金を 1 日も早く被災地へ分配できなかったのか、そのお金をガバナー会が

管理運営するのはおかしい。集められたお金は 1 度クラブへ戻すべきではないか、そして運営していく事務費がな

ぜ 1 億 9 千円も掛かってしまうか。 

・2790 地区としてどうしていくべきか意見がはっきりしていないので、そこを明確にすべきではないか。 

・奨学金を立ち上げるのなら、義援金とは別に集めるべきである。そして、今後このような事が起きた時の為に地区

でマニュアルを作るべきである。 

Ｄテーブル：リーダー/鈴木孝（白井ＲＣ） 発表者/鈴木孝（白井ＲＣ） 記録者/吉野裕（成田ＲＣ） 

・今後できること 

ロータリークラブには資金を配るノウハウが無いため、日赤や米山奨学金を利用できないか 

（日赤では埋もれてしまう、米山には定款があり困難） 

将来ロータリアンになるような人材を支援できれば最善だが、審査、選別は難しい 

大学を窓口にして大学生への支援ができれば経費が掛からないのではないか 

Ｅテーブル：リーダー/伊藤博信（印西ＲＣ） 発表者/海濱貞亮（八街ＲＣ）  

色々な意見がありましたが、最終的には被災児への奨学金給付支援がロータリーの名を知らしめるためには最も

良いのではないかという結論になりました。 

Ｆテーブル：リーダー/今仲典雄（成田ＣＲＣ）  

寄付金はすぐに使って欲しい。そして、直接持っていくのがいいのではないか。また、被災地への支援として積極的

な東北産品の購入、旅行など。 

Ｇテーブル：リーダー/矢島紀昭（成田ＲＣ） 発表者/伊藤英（印西ＲＣ） 記録者/矢島紀昭（成田ＲＣ） 

・義援金残高 391,940,831 円の有効活用 

第 9 分区の義援金全額を返金してもらい、県内地区被災地へ有効活用する 

・被災地区に分配された義援金 

千葉県における 1 千 5 百万円の内、現在の残高 約 5 百万円について、第 9 分区として有効に活用したい 

 例① 各地区で行われるクリスマス会などでボランティアに対し慰労金の援助 

 例② 県内被災地（旭、八日市場、我孫子、浦安）に支援 

Ｈテーブル：リーダー/角来幹夫（印西ＲＣ） 発表者/橋本和治（印西ＲＣ） 記録者/加賀谷司（八街ＲＣ） 

・義援金の配分をどうするか 

もっとシンプルに、スピーディーに目に見える形で義援金を配分するべき 

～第 2790 地区第 9 分区各ロータリークラブの行っ た支援について～ 

成田ＲＣ：創立 50 周年式典の登録料をガバナー会へ送金 

      毎月 1 回例会の食事をカレーライスにして、その差額を 1 年間蓄積して義援金とする予定 

    福島県からの避難家族支援にユネスコを通じて 30 万円を緊急寄付 

印西ＲＣ：松戸北ＲＣへ米を 3 俵寄贈 

白井ＲＣ：伊達市より放射能測定器の要望があったが、品不足で納品できていない 

富里ＲＣ：台湾の頭份ＲＣから震災直後に 45 万円義援金の振込みがあり（かつて義援金を送った姉妹クラ

ブ）、当クラブから 55 万円、合計 100 万円を旭ＲＣへ送ったが、まだ使われていない 

成田ＣＲＣ：会員数に見合う金額をクラブから拠出しガバナー会へ送金 

（会員からは直接送ったほうが良かったのではないかとの意見があった） 

八街ＲＣ：アメリカウィスコン州ＲＣより義援金、八街に避難している被災者へ見舞金 

      市社会福祉協議会と協力し、避難者と交流会を実施、50 万円の支援 
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・ロータリーらしい長期的支援と言うのは理解できるが、現実に義援金が未だ被災地に届いていない。議論しても満

遍なく行き渡るのは難しい。各クラブ、地区の独自性を尊重し、被災地のニーズに合わせたピンポイントのスピーデ

ィーな対応が必要。そうでないと現地も有難みがないし、喜ばれない 

（緊急手段の義援金ということをもっと考えるべき） 

Ｉテーブル：リーダー/大野眞里（八街ＲＣ） 発表者/大野眞里（八街ＲＣ） 記録者/諸岡孝昭（成田ＣＲＣ） 

ロータリークラブとして後世に被害を伝えるため、慰霊碑の建立をすべきである 

義援金を出しても効果的に使われるとは限らない、相手の要望に添わなければ無駄になる 

Ｊテーブル：リーダー/柴田實（成田ＲＣ） 発表者/中山直樹（八街ＲＣ） 記録者/中山直樹（八街ＲＣ） 

・ガバナー会を通じた義援金を大学生、専門学校生に月３～5 万円を支援するとのことですが、大学生、専門学

校生はバイトしながらできるはずだから、高校生に支援した方が良いのではないかとの意見が出たが、織田パストガ

バナーから高校生まで広げると数が多すぎて無理との話があったという話が出て納得した 

・子どもに定期的にお金を渡すと、親が当てにして甘えてしまう。 

・被災地へ皆で旅行して食事をしたり、お金を落とすことによって、間接的に現地が潤ってもらうしか自分達にはで

きないのではないか。（やることが大きすぎて無理なため） 

Ｋテーブル：リーダー/伊藤喜典（白井ＲＣ） 発表者/設楽正行（成田ＲＣ） 記録者/伊藤喜典（白井ＲＣ） 

・本来、集めた義援金は被災地域のロータリー、またはクラブに分配し、用途などはまかせた方が良かったのでは

ないか 

・被災遺児への育英支援の趣旨には賛同しますが、奨学金を継続するためには、募金の方法を再考しなければ

ならないと思います（数年間の継続） 

Ｌテーブル：発表者/貝塚清（成田ＣＲＣ）  

・我々は震災直後の状況の中で、一刻も早く被災された皆さんに役立てて欲しいとの思いで義援金を集め提出し

ました。こうして集められたお金の使途について、育英資金とするなどの検討中にあり、現地の皆さんに届いていな

いことについて誠に残念であります。是非一刻も早く我々の思いを現地の皆さんに届くよう、集められたお金は被災

地ｶﾞﾊﾞﾅｰへ提出していただきたいと思います。育英資金については、今後のロータリーの被災地支援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄとし

て、新たに資金提供など考えていけばよいのではないでしょうか。 

 

◇ 懇親会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

事務局 〒286-0127 成田市小菅 700 

     成田ビュ ーホテル 内 

     電話／FAX 0476-33-8786 

 

例会場 成田ビュ ーホテル  
    電話 0476-32-1111 
例会日 金曜日 12：30 
例会出欠連絡先（直通） 
    電話 0476-32-1192 FAX 0476-32-1078 

 


