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国際ロータリー2012～13 年度会長 田中 作次 

  

～～ 識字率向上月間 ～～ 

第 2550 回例会 平成 25 年 3 月 1 日（金） 

◇ 点  鐘       小宮山 四郎 会長 

◇ 国歌斉唱 

◇ ロータリーソング   奉仕の理想 

◇ 四つのテスト     斉唱 

◇ お客様紹介 

 卓話 （株）あかうみ 赤海 守 様、浪江町出身 柴 繁 様 

四街道ロータリークラブ 森本 次郎 様 

成田コスモポリタンロータリークラブ 越川 和哉 様、滝澤 政樹 様 

◇ 誕 生 日 

滝沢 尚二 会員、設楽 正行 会員 

石川 憲弘 会員 

 

◇ ニコニコボックス 

石橋 菊太郎 会員：先週、矢島会員からＹＡＨＯＯのトリップアドバイザーというサイ

トの成田市レストラン部門（170 件中）で 1 位になっているぞと言われました。次の 10

年はどうなるかわかりませんが、取りあえず、ニコニコさせていただきます。 

諸岡 靖彦 会員： 前回ご案内いたしました女優・檀れいさんとの共演シーン（２月２

５日 BS 日テレ「名匠の里紀行」）はご覧いただけましたか？この１週間は色々ありまし

たので、週間ダイジェス風にご報告いたします。２３日（土）は、成田羊羹資料館に２５

万人目の来館者をお迎えしました。野田市の山口さんご一家で、この映像は成田ケーブル

TV で取り上げられましたほか、千葉日報、読売、毎日各紙で記事になりました。２７日（水）

は成田屋１２世市川団十郎丈の告別式に参列、海老蔵さんのお家芸を受け継ぐ決意の弁を

聞くことが出来ました。２８日（木）は千葉県経営品質協議会セミナーで、会員の全日空

成田空港支店長・小澤美良さんの CS 顧客満足をはじめとする経営革新への取組みについ

て勉強することが出来ました。以上をまとめて、ニコニコいたします。 

小宮山 四郎 会長：私の年度に入りまして、結婚祝い、誕生祝いが全員揃ったのは初め

てです。 それと、これはペナルティーボックスになるのですが、来週木曜日に第９分区親

睦ゴルフコンペが大栄カントリークラブで行われます。それで昨日、下見に行くことにな

っておりましたが、すっかり忘れておりました。当日、成田さんから電話をもらってもす

ぐに状況がつかめませんでした。申し訳ありませんでした。 

 

 

◇ 結婚記念日 

平山 金吾 会員、大木 健弥 会員  

成田 温 会員、石川 憲弘 会員 

福田 朗 会員、深堀 伸之 会員 
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大澤 浩一 会員：2 月は大変忙しくてなかなか例会に出席できず、結婚記念日の御礼が

遅くなりました。 

森本 次郎 会員（四街道ロータリークラブ）：こういう格式のあるクラブでは気後れし

てしまいますが、４月に長男が成田付属高校に入学することになりました。聞きましたら、

成田ロータリークラブの会員として大澤校長先生もいらっしゃいますし、成田高校出身者

の方も大変多く、子供さん、お孫さんもという会員の方が沢山いらっしゃるということで

一度ご挨拶に伺わなければ・・・ということで本日ニコニコをしに参りました。本人も希

望に燃えておりますので、何かとお世話になることも多いかと思いますが、よろしくお願

いいたします 

甲田 直弘 会員（預）：Ｉ・Ｍ以降欠席が続き申し訳ありません。本日は、妻と子供が

インフルエンザで寝込んでおりますので、欠席させていただきます。 

滝澤 尚二 会員：昨日、私どものお店で「甑倒し」を行いました。「甑倒し」とは、一

般に日本酒は秋から春先までの冬場に造られます。酒造りの主原料の米を蒸す桶のことを

甑（こしき）と呼びますが、仕込みを終了し、そのシーズンに米を蒸さなくなることを「甑

倒し」と呼びます。米作りでは中締めみたいなものです。この「甑倒し」を無事に事故も

なく終了することが出来ました。 

工藤 照淳 会員：報告と御礼を申し上げます。3 月末で役職定年となります。併せまし

て、成田ロータリークラブを退会することとなりました。山崎事務長の後を引き継いで入

会させていただき 10 年になります。あっという間の 10 年でしたが、皆様のおかげで楽し

い日々を過ごさせていただいたことに心から感謝申し上げます。と言いましても、宮仕え

の身ですから、例会も欠席がちでロータリー活動も十分にできな

かったことは申し訳なく思っております。しかしながら名刺の数

が増えたという事だけでなく、素晴らしい楽しい日々を送ること

ができました。そして、素晴らしい皆様との交流が出来た事、心

から感謝申し上げます。これからは、本来の姿である僧侶として

日々法務に携わる事となります。お参りの時にはぜひ声をかけて

頂ければありがたく思います。まだ 1 カ月ほどありますが、退会

のご挨拶とさせていただきます。長い間ありがとうございました。 

 

◇ 会長挨拶   小宮山 四郎 会長 

本日から 3 月に入りましたが、つい先日まで、東北地方では例年にない大雪で青森県酸

ヶ湯温泉では 5 メートル 60 センチの積雪とか、私は新潟県十日町市の豪雪地帯で中学校

まで過ごしましたが、当時 3 メートル 50～60 センチは毎年経験をしましたが、5 メートル

は記憶がありません。 

人家の屋根から落ちて怪我をするという話は聞きますが、5 メートルの積雪となると屋

根が雪の下になり、雪の上から屋根に落ちたと笑えないような深刻な状況が続いているよ

うです。また、例年、大雪情報でニュースに上がる津南町は十日町の隣町です。然し、昨

日から全国的に寒気が緩み、栃木県では鶯の鳴き声が聞けたというニュ－スも有りました

が、一日ごとに春に向かっているような今日この頃です。また今日は、春一番の予報が出

ているようです。 

私は、年初、お願いをしてきました一昨年 3 月 11 日の東日本大震災で歴代の会長が復興
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支援活動を行ってまいりました。諸岡年度は、当成田ロータリークラブ 50 周年記念行事を、

大震災復興支援行事に切り替え、また、平野年度は被災地となった石巻でロケが行われた

「エクレール・お菓子放浪記」の自主上映会を開催し募金活動を行い様々な被災地へ支援

してまいりましたが、今年度も、この支援事業を風化させてはいけないと強く思い、被災

地への支援のあり方をお願いをしてきましたが、これを受けて、奉仕プロジェクト 社会

奉仕 諸岡リーダーが中心となり、本日、被災され成田へ避難された方々のお世話に深く

関われていらっしゃる赤海運輸社長 赤海 守様、また、福島県浪江町より成田に来られ

ていられる柴 繁様にお出でを頂き、被災地の状況をつぶさにお伺いをして、今後の支援

の指針としたいと、お忙しい中、曲げてお出でをいただきました。後ほど宜しくお願い致

します。 

また、3 月の行事として来週 7 日当成田ロータリークラブのホストで第 9 分区親睦ゴル

フが大栄カントリー倶楽部で、８日はクラブ研修セミナーと新入会員歓迎会が、Ｕ-シティ

ホテルで開催され、17 日（日）は成田ロータリークラブ杯サッカー大会が、栄レインボー

ＦＣグランドで開催されます。多忙を極める皆さんですが、何とか都合を繰り合わせ、出

来るだけどこかの行事に参加されメーキャップされますようお願い致します。ロータリー

の友 3 月号は、読みどころとして、横組みではガバナーのページで第 2790 地区得居仁ガ

バナーが「自ら行動を」と題して掲載され、縦組み、ロータリーアットワーク欄に、昨年

11 月 11 日（日）成田ロータリークラブが日本ボーイスカウト成田第 1 団へキャンプ場の

器具庫の寄贈式を行った時の模様が載っていますのでお読み下さい。以上本日の会長挨拶

と致します。 

 

◇ 委員会報告 

・ゴルフ担当   成田 温 会員 

3 月 7 日（木）第 9 分区親睦ゴルフが大栄カントリー行われます。当

クラブから 12 名の出席、全体で 11 組。8 時半集合ですが、当クラブ

主催となりますので、関係者は 8 時までにお願いいたします。（ジャ

ンパー着用） 

・ロータリー財団・米山記念奨学委員会 設楽 正行 委員長 

今月のロータリーレート 92 円。 

米山記念奨学生は中国の内モンゴル自治区 ムンクバトさん 千葉

大学３年生に決定 

 

◇ 幹事報告   石川 憲弘 幹事 

１、3 月 7 日（木）第 9 分区親睦ゴルフ大会  

於：大栄カントリークラブ   集合 8：30 

成田クラブジャンバーを着用して怪我のないよう十分気を付け頑張り

ましょう 

２、3 月 8 日（金）はクラブ研修セミナー17：00 より  

新入会員歓迎会 点鐘 18：30  

いずれもＵシティホテルです、入会 3 年未満の方はご都合を付け出席よろしくお願いいた

します。 
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３、3 月 17 日（日）成田ロータリークラブ杯サッカー大会 

 場所：栄レインボーＦＣグランド 

開会式：8：00 表彰式：13：30 頃 出席よろしくお願いいたします 

 

◇ ポールハリスフェローピン授与 

松田 泰長 会員 

 

◇ 卓話 

≪柴 繁さんとの出会い≫ 

（株）あかうみ 赤海 守 代表取締役社長 

只今ご紹介に預かりました赤海でございます。本日は、柴さん

の水先案内人として参りました。 

 よく言われますのが、「昔から浪江町と親交があったの？」「柴

さんと親戚ですか？」。全く関係ありません。3 月 11 日の震災

以来、避難されている方々のことが大きく報道されておりました。

報道を見ておりますと、土地柄もありますが、今までは何世帯も

の大所帯で生活していたのに、みんな揃って避難することが出来

ず、家族ばらばらになってしまった、早く一緒に住みたいというのをよく目にしました。

それを見ておりまして、自分の敷地にはまだ建てて４、５年ぐらいしか経っていない４Ｌ

ＤＫの建物があります。これをどうにか利用できないだろうかと、千葉黎明学園の理事長

に話しをしてみましたところ、実は自分も八街の役所に校舎へ１〇〇人くらい受け入れら

れるように登録してあるとのことでした。そして私も成田に登録したらどうかと、早速、

成田市役所の危機管理課に参りましたところ、４，５か所たらい回しにされました。成田

の危機管理はどうなっているのか不安になりましたが、やっと対応していただき話が進み

登録していただきました。４、５日経った頃、４世代７名の方が希望しているとお話があ

り、私も自宅におりましたのですぐに来てもらいました。それが柴さんとの出会いです。 

 

∽∽∽ 震災から二年 風化することのない記憶 ∽∽∽ 

柴 繁 様（元双葉地方広域市町村圏組合消防本部消防長） 
今日は、小宮山会長はじめ、諸岡様、会員の皆様のお計らい

により、間もなくあと１０日で東日本大震災から２年を迎えよ
うとしております、その中で、この記憶を風化させてはならな
いということでお招きを頂き、こういう話をさせていただく機
会を与えていただき感謝申し上げます。そして、震災直後から
千葉県の皆様、又、成田市の皆さんにご支援を頂きここまでこ
られたことに心より感謝申し上げます。 
 私は当時、双葉地方広域市町村圏組合消防本部職員として、
この震災の指揮をとりました。始めに概要を申し上げます。 
 
発生日時：平成２３年３月１１日 １４時４６分頃 
震源地：三陸沖 
震源の深さ：２４ｋｍ   
マグニチュード：９．０ 



 5 

１０００年に一度の大津波が発生、私の管轄する８町２村の震度は 
震度６強  楢葉町 富岡町 大熊町 双葉町 浪江町 
震度６弱  広野町 川内村 
震度５強  葛尾村 
 
震度６強は、立つことは勿論、腹這いになっても裏返しにさせられるほどの揺れでした。

当時、私は本部の次長兼浪江消防署長として勤務しており、全車両の安全確保を図ると同
時に、ただちに指揮本部を設置、二次非常配備による活動体制を整え各署所へ活動を下令
しました。 
発生直後すぐに「家が潰れて人が下敷きになっている」という電話が鳴りだし、それか

ら間もなく停電。（同時に無線機器の不能状態が発生）災害通報の基盤となる１１９回線
（携帯電話を含む）の不通、福島第 1、第 2 原子量発電所におけるホットラインの使用不
能状態に陥り、緊急的な措置を講じながらの対応を以って活動を実施しました。消防活動
の指揮命令を担う基幹署所に大きな被害が生じたため、きわめて過酷な状況下での災害対
応を強いられることになりました。 
一方分署や出張所においては、電気関係の設備に被害はなく、無線運用による統制が容

易に図ることが出来、消防活動への支障は出ませんでした。また、職員についても負傷者
も発生せず、全職員が早期に従事できる状態でありました。 
この状況下において、14 時 49 分、大津波警報が発令されました。直感で津波は来ると

は思いましたが、まさか大津波が発令されるとは思いもよりませんでした。急いで全車両
をもって被害状況と津波対応のため出動させました。その間消防本部の付近住民が避難し
てきたためエアテントで避難場所を作り対応しました。 

15 時 50 分ごろ管内沿岸地区に大津波が到達したことによって、現場周辺の現状は大き
く一変するとともに、消防活動については困難を極める形となり、以後、各出動隊の安全
確保を維持しつつ、住民などへの避難広報及び避難誘導を継続的に行い、津波到達区域の
災害活動は、現場判断により救助活動を沿岸区域全町で行いました。 
指揮本部の中にいた私は、実際に津波は見ていませんが、各町村の対策本部に出向した

職員の話では、１０メートルぐらいある防風林の上から真っ白い波がきたのを見たとのこ
とで、約１４メートルぐらいはあったのではないかと思います。その職員も車ごと波に呑
まれ山岸まで流され、そこにあった木の枝につかまり、運よく助かりました。津波のすさ
まじさは理解できましたが、後にその津波にあった場所を見て、実際に沿岸区域にあった
集落が一瞬で無くなるとは想像もできませんでした。消防庁舎がダメになったこと、電気
がダメになったことは後々まで響いてきました。 
3 月 11 日の出動状況は、救助人員６６名、火災４件、救急６３件でした。 
 
家族はばらばらになり連絡がついたのは２週間後でした。私の家族は、はじめは津島地

区に避難、次に福島市の親戚へ行きましたが水が出ませんでした。そんな時、成田市に嫁
いでいた娘が家内と連絡が取れ、成田へ参りました。娘も家庭を持っているので、いつま
でも世話になるわけにはいかず、市役所へ相談したところ、タイミングよく赤海さんの所
で４月９日から一戸建てを借りて生活を始めることが出来ました。 
その日から今日までに、孫が一人生まれ１歳から９３歳までの大所帯で暮らしています。

先日、仮設住宅で話を聞いてきたのですが、今までとは顔が全く違っているというのです。
皆さんたちの顔が非常に年をとったような顔つきになっているように見えたというのです。
それは、復興の遅れと目標がなく仮設住宅でただ毎日淡々と暮らしているからだと思いま
す。もっと復興が早く進めばみんなが目標持って一歩前に進めるのかなあと思いました。 
二度とこういう震災は起きて欲しくないと思っております。皆さまのご支援のお陰で

我々家族をはじめ、避難したみんなが今元気に暮らしています。改めてご支援に対し御礼
を申し上げます。とりとめのない話となりましたが、ご清聴ありがとうございました。 
 

◇ 点  鐘       小宮山 四郎 会長 
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第 9 回理事・役員会 

１．3 月、4 月の例会及び事業、行事計画の確認 

3 月の予定   

7 日 (木) 第 9 分区親睦ゴルフ大会 大栄カントリークラブ 

8 日 (金) 新入会員歓迎例会 

Ｕ－シティホテル 

17：00～クラブ研修セミナー 

18：30～歓迎例会 点鐘 

15 日 (金) 通常例会 卓話 近藤博貴 会員 

3 月 17 日 （日） 成田ロータリークラブ杯サッカー大会  

場所：栄レインボーＦＣグランド 開会式 ８：００～ 

22 日 (金) 通常例会 卓話 吉田 稔 会員 

29 日 (金) 移動例会 栗山公園 11：30 集合 50 周年記念植樹月桂樹を囲んで 

米屋観光センター 12：30 点鐘 卓話：平山金吾会員 

4 月の予定  

3 日 (水) 2 クラブ合同花見例会 ゴルフ 久能カントリー8：30 

例会場所／ビューホテル 18：30／点鐘 

5 日 (金) 振替休会  

12 日 (木) 通常例会 卓話 

19 日 (金) 通常例会 卓話 

26 日 (金) 通常例会 ホームミーティング各班発表 

 承認 

２．工藤照淳会員、浅野洋介会員退会の件について 

工藤会員 3 月末退職による退会、浅野会員 3 月末異動による退会                  承認 

                           

３．3 月 11 日成田山新勝寺より東日本大震災三回忌追悼 全国災害物故者総供養大法会案内の件 

    小宮山会長出席 御灯明料として 1 万円                             承認 

４．クラブ事務局の電話番号をＮＴＴ電話帳に掲載する件について 

 記載する                                           承認 

５．大相撲 5 月場所の観戦についての件 

 一人当たり 20,000 円 （会員 夫人 ご家族）、一座敷を 3 人で利用の予定           承認 

６．勝浦ロータリークラブ 50 周年記念式典 

 小宮山会長、石川幹事、遠藤エレクト、平野直前会長出席                     承認 

 

出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

平山 金吾 会員 2月 27日 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

小宮山 四郎、石川 憲弘、遠藤 英一、神﨑 誠、長原 正夫 

成田 温、秋葉 博行、設楽 正行、諸岡 靖彦、平野 省二 

松田 泰長、山田 真幸、佐瀬 和年 各会員 

3月 1日 第 9 回理事・役員会 

平山 金吾 会員 3月 2日 米山奨学会、修了式 

 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６３ ６１ ４４ １７ ７２．１３％ １００％ 

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 

 


