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その他の報告事項

開会点鐘
ソング

)

1．久慈ロータリークラブ 会長 播磨孝則
◎久慈ロータリークラブ創立50周年記念式典・祝賀

それでこそロータリ太，と∴ひろiノ

ビジター紹介

直前ガバナー補佐

坂本

宏様

直前会長

山口

正樹様

2012−2013年度会長

斉藤

泰純様

2012−2013年度幹事

菊地

昭一様

会のご案内
日

本日の行事 ◎会長卓話例会
スピーカー 会長 中野勝安
出席報告

熊谷力実会員

会員数 偬

瑛h

29

19

ﾈ尸
田X

場

6月中の出席率62．8％
B

出席数 偬

CX

2

越b

58．6％

鑓酪

時

所

平成24年9月29日仕）

記念講演
記念式典

午後1時20分
午後3時

祝賀会

午後4時30分

久慈グランドホテル

登録料 会員10，000円
ご夫人8，000円
2．2011−2012年度 ガバナー 菅原一博

◎ガバナーズレター 夏号
3．2012−2013年度

ガバナー

小野寺則雄

◎ガバナー月信の送付について（ガバナー月信No．1）
4．宮古民友

この度、商工会議所議員30年で表彰を受
けました。
坂下会員 束クラブの皆様をお迎えして。
高3の孫が英検2級に合格しました。
高1の孫が宮高生徒会の執行部となりました。

第912号

熊谷会員

本日は2630回とゴロのいい例会でございます。宮古東
RCからたくさん激励にいらっしゃっております。

ビジター紹介、直前ガバナー補佐坂本宏様、直前会長

寺崎会員 中野会長、一年間宜しくご指導お願いします。

山口正樹様、2012−2013年度会長斉藤泰純様、2012−2013

花坂会員 今日夕方、駅前で法務省提唱「社会を明

年度幹事菊地昭一様、お忙しいところありがとうございま
した。今後とも宜しくお願い致します。

るくする運動」街頭キャンペーンが5時
30分から開催されます。犯罪のない明る

い社会、罪を犯した人を見守り更生を助
けるやさしい社会。
金城会員 早退させていただきます。

会長挨拶は後半に卓話がありますので割愛させていた
だきます。

直前ガバナー補佐 坂本 宏（宮古東RC）

i例会の移動i
次回7月27日

第2631回例会は夜例会となります。
於：レストランはりた 午後6時〜

2年前に緊張してこの場で挨拶したことを思い出しな
がらこの場に参りました。大変遅くなりましたが、ガバ
ナー補佐の退任の挨拶をさせていただきます。楢山年
度、そして前年度の菅原年度の2カ年にわたりまして、な

んとかガバナー補佐を務めることができました。本当にあ
りがとうございました。
新たな事業が始まろうとしております。被災クラブは従
来の活動はさておきまして、被災した方々への支援という
のが、今年度も続くのではないのかなと思っております。

今年度のガバナー補佐の阪束さんには 引き続きご指
導をいただきたいと思います。
本当に2年間ありがとうございました。

本当に一年間ありがとうございました。また宜しくお願
いいたします。
2012−2013年度会長

斉藤泰順（宮古東RC）

私の職業は仏教です。津軽石瑞雲寺の住職をしており
ます斉藤泰純と申します。
宮古RC中野会長のご出身は赤前でございまして、古く
から親交がございます。中野会長は二度目の会長でござ
いますので いろいろお聞きしだいと思います。合同例会

直前会長 山口正樹（宮古東RC）
昨年度は辛くて長い一年でしたが、おかげさまで無事

終えることができました。ありがとうございます。
特に前会長の三浦さん、幹事の花坂さんにお世話にな
りまして、本当にありがとうございます。
心残りは タイミングが合わなかったり、いろんな面で
忙しくて実現出来ませんでしたので、一番身近である宮
古RCさんと飲み会を一緒に出来なかったことです。

三

2012−2013年度幹事

その後、わが郷土のことが新聞に
載るたび、記事を切り抜き スク
ラップブックに保存しました。今
回はその中から4名の方を紹介し
たいと思います。

勲先生

まず始めに画家「増坂勲」先生を紹介したいと思いま
す。先生は 宮古百景

の制作に取り組んでいました。

テーマは山口liiを36点、故郷の海30点、故郷の町34点

の計100点を20年かけて描きました。先生の作品「故郷
の町」は大震災で宮古市街が被災する以前のものが大半
で今となれば大変貴重な宝となっています。宮古の大自
然を残すことで再発見をすることを目的に始めたそうで
する中でも圧巻だったのは宮古市末広町商店街の街並み
を描いた27mの長さのある「巻絵墨彩画」でした。その絵
には商店街の歴史が刻まれていました。
先生が描いた震災前の宮古の景色は今となればとても
貴重な作品です。
②及川 哲哉氏

次に紹介する「及li惜哉」さんは盛岡出身。宮古に生
えているという珍しい木「ハンカチの木」の花を見るため
に、今年4月に足が悪いにも関わらず宮古まで訪れそし
てハンカチの木と花と出会い、「見事なほどに咲いている
花に感動した。」と記事で述べていました。また、この木
は、植えられて10年以上たたないと花が咲かないそうで
す。ご本人も自宅にハンカチの木を植えているそうですが
「存命中に咲くかどうかわからない」と記事で述べており

菊地昭一（宮古東RC）

前年度は国際交流をほとんど出来なかったというのが
実際でございます。宮古RCの皆さんや吉田幹事に教えら
れながらなんとか事業をこなしていきたいと思いますの
で宜しくお願いいたします。

郷I二愛について
どんな人でも強弱はあれ、郷土
愛を持っていると思います。平成
23年3月11日の東日本大震災で街
が一瞬にして廃墟となりました。

①増坂

もやりやすいと思っております。
未熟な会長ですが、これから宜しくお願いいたします。

＝掌∴妻妾会長

したそうです。東北地方で最も高い区界駅（744m）、立ち

並ぶ白樺、沢山のトンネル、渓相豊かな閉伊川、変化のあ
る鉄橋、新緑、雪‥・車窓から見える四季折々の自然に惚れ
込んだようです。山田線を走る汽車に乗ると、山をぬって
走るため、国道106号線から車の窓越しに見る景色とはま
た違う景色を楽しむことが出来ます。この事が4月に読ん
だ文芸春秋に掲載されていました。
（D一瀬 光雄氏

最後に紹介するのが「一瀬光雄」さんです。「三鉄学
習列車の心意気に感服」を岩手日報紙に寄稿しました。
「三陸鉄道が震災と被災の姿を次世代に伝える為『学習
列車』の運行を始めたと知った。この企画・行動力に感服
した。次世代に防災意識を持ち、命を守る事を伝えるのは
被災企業の使命として展開中と知り、三陸魂を見る思い
がした。私もかつて40年前に盛岡に住んでいた際に沿岸
の地を何度か訪れた。その思いを胸に今一度治岸を訪ね
てみたい」と記事で述べておりました。2012／07IlO岩手日報

郷土愛とは誰しもが持っていると話した通り、これらの
記事を見て、我がことのようにとても誇らしぐそして嬉
しく思いました。宮古には素晴らしい人、景観、食等、普
段あまり意識はしないが、誇るものがたくさんあります。
宮古に訪れた方、また、何かで宮古を見た人から再認識
させられることが多いです。地域に住む我々が街の良いと
ころを各地に伝え、多数の人達が訪れるようにしていかな
ければならないと思いました。
2011年3月11日

東日本大震災により被災した三陸鉄道
線路はかつての面影など微塵もなく、破壊され瓦礫に覆
い尽くされていました。
住民の足を復旧させるため、死に頑張る鉄道マン達の姿

岩手日報

が関係者・周囲の方々への綿密な取材により漫画にて再

③原 武史教授
次に紹介するのが「朋治学院大教授 原武史教授」で
す。昨年4月、9月、12月と3回にわたって宮古に訪れま
した。その際、盛岡・宮古問を山田線で往復し、道中の景

現されています。とても素晴らしい内容でしたのでお薦め
致します。
新潮社パンチコミックス
タイトル「さんてつ：日本鉄道旅行地図三陸鉄道大震災の記録」

色に感動を覚えたため、再び訪れた際にも山田線を利用

作者

ました。

2012／05l25

吉本浩二

