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2011-2012年度  第５号                ２０１１年９月発行 

今年度スローガン 

極めよう！奉仕の真髄 広げよう L字の絆！We Serve 

 

トピックス 

◎ 次回 理事会・例会等のご案内 

★９月２８日（水）  於：目黒雅叙園 

第４回  理事会 １７：３０〜１８：３０ 

第 1163 回 例 会 １８：３０〜２０：３０ 

メンバースピーチ 

Ｌ小野一郎にお願いしています。メンバー

の皆様どうぞご出席くださいますようお願い

します。 

★１０月１２日（水）於：目黒雅叙園 

第５回  理事会 １７：３０〜１８：３０ 

第 1164 回 例 会 １８：００〜２０：００ 

講師例会（みつろう君体験例会） 

市川ＬＣ吉原稔貴Ｌと（有）安久工機 代表

取締役社長 田中隆様にお越しいただき、

視覚障害者の筆記用具「触図筆ペン」（み

つろう君）につきましてご紹介頂けることと

なりました。開発者自らお話しいただける大

変貴重な機会です。皆様どうぞご出席のほ

どお願いお申し上げます。 

＜注目アクティビティ＞ 

★１０月２日（日）  於：潮来 

潮来ＬＣとの合同食育アクティビティ 

   ９：３０JR潮来駅前ロータリー集合 

今年６月に田植えを行いました潮来の米が

収穫の時期を迎えました。メンバーの皆様、

ご家族ご友人特にお子様ご同伴でぜひご

参加くださいますようお願いいたします。 

 

会長挨拶  
 メンバーの皆様方におかれましては、平素

よりクラブ運営へのご理解と協力を賜り誠に

有難うございます。 

先日アメリカの人工衛星が役目を終えて高

度を下げ、大気圏に突入しました。当初は日

本に落下する可能性もあり、かつ自動販売機

大の破片もあるということで、興味関心を持

たれた方も多くいらっしゃったと思います。

地球上の誰かに当たる確率は３２００分の１、

ほかならぬ「自分に当たる確率」は２１兆分

の１ということでした。幸い海洋上に落下し

て今回の被害はありませんでしたが、現在宇

宙には多数の人工衛星があり地球を周回して

います。これがそれぞれいつか落下してくる

ことを考えると将来再び問題となることも予

想されます。科学技術の粋を集めて作られた

最先端のもので、危険性が少ないといわれて

いてもひとたび事故が起きれば大惨事になる

恐れがあるのは東日本大震災に続いて起きた

福島第一原発事故でも痛感されました。物を

作るとき、始めるときその終わりの形をあら

かじめ考えておかね

ばならないという教

訓ではないでしょう

か。当クラブでも５０

周年アクティビティ

を考えるとき、はるか

将来のことまで見据

えて計画する必要性

を強く感じました。 
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 第１１６２回例会（ガバナー公式訪問合同例会）報告  ９月６日 於 目黒雅叙園 

出席者 進藤会長、L 阿部、L 石田、L 石上、L 磯辺、L 桂、L 木下、L 小塚、L 中村、 

L 西山、L 越智、L 小野一郎、L 白石、L 鈴木、L 須藤、L 手塚、L 山本、 

L 吉崎、幹事亀川 （出席者数１９名） 
  

1 第１１６２回９月第１例会（ガバナー公式訪問１０Ｒ合

同例会）が、９月６日（火）１８：００より、目黒雅变

園２Ｆ「鳳凰」にて開催されました。１０Ｒの１７クラ

ブが一堂に集まり、２００名規模の盛大な会となりまし

た。この例会は各クラブの会長が運営面で役割分担して

おり、第一部公式訪問の司会を行うのは当クラブの進藤

会長でした。 

2 開会の言葉を東京渋谷ＬＣ会長青木秀壽Ｌが行い、開会

のゴングを東京さぎそうＬＣ会長鈴木威Ｌが鳴らしまし

て会は始まりました。国歌斉唱、ライオンズヒム斉唱に

続いて、東京神宮前ＬＣ会長福永栄次郎Ｌのナレーショ

ンにより物故ライオンに黙祷を捧げました。来賓のご紹

介を東京原宿ＬＣ会長善徳訓寛Ｌが行いました。 

3 ガバナー歓迎の挨拶およびご紹介を１０ＲＲＣ八木原保

Ｌが行いました。今期ガバナー公式訪問の皮切りに１０

Ｒを訪問されることへの謝意を述べ、大石誠ガバナーの

「誠」という名前がガバナーの人柄や方針に表れている

とご紹介し、１０月１６日のライオンズ奉仕デーの薬物

乱用防止大会の成功に向けての協力を呼びかけました。 

4 ３３０－Ａ地区大石誠ガバナーからご挨拶を頂戴しまし

た。大石ガバナーはライオンズの発展はクラブの発展に

よること、１０Ｒの各クラブは事前懇談会でも各クラブ

らしさを明確に表現しているとお話しされました。そし

て１０月１６日の薬物乱用防止大会でライオンズの認知

度を高め社会を巻き込んでいきたいとお話しされました。

そして３３０－Ａ地区のメンバー数が減少してついに５

０００名を切って危機状態にあること、各クラブぜひ拡

大の数値目標を設定してほしいと希望を述べられてご挨

拶とされました。 

5 ガバナーから各クラブにバナーとピンの贈呈が行われま

した。各クラブの会長はその場で起立し、１Ｚ代表とし

て東京恵比須ＬＣ会長保永親利Ｌ、２Ｚ代表として東京

山手ＬＣ会長田村豊也Ｌの代理で市川喜男Ｌ、３Ｚ代表

として東京成城ＬＣ会長森哲雄Ｌが登壇し、大石ガバナ

ーからバナーとピンを受け取りました。 
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6 続いて各クラブからガバナーに対してのバナーとピンの

贈呈が行われました。１Ｚ代表として東京渋谷中央ＬＣ

会長大野武Ｌ、２Ｚ代表として東京三軒茶屋ＬＣ北見正

雄Ｌ、３Ｚ代表として東京シティＬＣ田中世根夫Ｌが登

壇し、大石ガバナーに各クラブのバナーとピンをお渡し

いたしました。 

7 続きまして前期ガバナー公式訪問から今期にかけて入会

された新入会員に対してガバナーからの記念品の贈呈が

行われました。対象となる１６名のうちこの日出席した

９名（東京代々木ＬＣ小松穣子Ｌ、東京山手ＬＣ大谷明

弘Ｌ、東京三軒茶屋ＬＣ織田桂Ｌ、東京神宮前ＬＣ遠山

浩光Ｌと原田浩太郎Ｌ、東京成城ＬＣ川本義規Ｌ、東京

シティＬＣ宮本浩生Ｌ、東京さぎそうＬＣ島田光子Ｌ、

東京自由が丘ＬＣ上杉俊之Ｌ）の名前が読み上げられ、

この日入会式である原田浩太郎Ｌが大石ガバナーからピ

ンをつけていただき、ほかの新入会員にも記念品が贈呈

されました。そして壇上の新入会員全員で大石ガバナー

に続いてライオンズの誓いを唱和いたしました。 

8 ここで、１０ＲＲＣ八木原保Ｌから大石ガバナーに薬物

乱用防止大会へのドネーションが贈られました。そして

閉会のゴングを東京代官山ＬＣ中島太Ｌが鳴らしまして、

第一部の公式訪問合同例会はお開きとなりました。 

9 休憩ののち、第二部懇親会の司会は東京田園調布ＬＣ会

長永田雄三Ｌが行いました。乾杯は元地区ガバナー中野

了Ｌがご挨拶ののち中野式ウィサーブを行いました。 

10 ここで会食となりました。浅田あさ子様にエレクトーン

演奏を頂きました。テールツイスタータイムは１Ｚから

東京代々木ＬＣ会長大久保千芳Ｌ、２Ｚから東京セント

ラルＬＣ会長青木忠勝Ｌが、３Ｚから東京自由が丘ＬＣ

会長河津延樹Ｌから一言豆知識がご披露されました。 

11 各クラブから出席率の発表を行いました。当クラブは出

席委員長Ｌ白石が発表いたしました。本日の出席率は在

籍４０名、不在会員２名、終身会員５名、出席１９名、

出席率は５７．６％でした。 

12 ライオンズローアは、１０ＲＲＣ八木原保Ｌ、１０Ｒ１

ＺＺＣ松浦辰吉Ｌ、２ＺＺＣ相野谷信之Ｌ、３ＺＺＣ野々

晴久Ｌが登壇し、雄々しくローアを行いました。 

13 ここで元地区ガバナー中野了Ｌをソングリーダーとして

全員で「また会う日まで」を歌ったのち、閉会のゴング

を東京玉川ＬＣ会長山下真一Ｌに鳴らしていただき、お

客様のお見送りをして無事にお開きとなりました。皆様

どうも有り難うございました。 
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 第３回障害者施設見学ツアー報告  ９月８日      於 区内障害者施設 

出席者 進藤会長、東京三軒茶屋 LC３名（会長北見 L、幹事落合 L、藤村 L）、 

当事者家族３名 （計７名） 
  

１．９月８日（木）今期第３回障害者施設見学ツアーを実

施致しました。今期も東京三軒茶屋ＬＣとの共催事業で

毎月１回、計１２回実施します。今回は東急大井町線

等々力駅改札にて集合致しました。今回は当クラブから

１名、東京三軒茶屋ＬＣから会長北見Ｌ、幹事落合Ｌ、

藤村Ｌと３名で計ライオンズメンバー４名、当事者２名、

関係者１名の計７名で出発しました。 

２．最初に等々力の就労支援を積極的に行っている『社会

就労センターパイ焼き窯』に到着。区内唯一の法人所有

の建物で焼き菓子・調理・清掃と３部門を持つ就労移行

支援／就労継続支援事業所です。藤村Ｌが当クラブ納涼

例会でお土産となったプリントクッキーについて質問

したところ鹿島所長からはわが意を得たりとばかり、ご

説明がありました。 

３．進藤会長の運転で奥沢に移動し、地域活動支援センタ

ー『りばてぃ』を次に見学しました。居場所や創作活動

を中心とする地域活動支援センターという枠組みでは

ありますが、下請け授産作業も行い、まさに作業もでき

るが自由に休憩もとることができ、その他の活動もでき

るということで、精神障害者にとって必要な地域資源だ

と考えられました。 

４．最後に三軒茶屋のフランス料理店『アンシェーヌ藍』

に移動しました。法人創始者でもある竹ノ内さんからご

説明を頂戴しましたところ、当事者の方はそこが気に入

ったようでした。 

５．最後に進藤会長から障害者自立支援法や区内施設の説

明を行い、感想をお聞きしました。当事者の方は、そし

て吉祥寺病院の職員の方からは複数見学できてよかっ

ら、インターネットをもっと活用すれば利用できる当事

者も増えるのではないかと主張されました。ライオンズ

メンバーからは、障害者といっても意外に普通に作業を

していて驚いた、ほかの施設も見てみたいというような

感想が聞かれました。皆様お疲れ様でした。次回は１０

月６日（木）の予定です。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ①

☆ ９月６日ガバナー公式訪問事前懇談会参加報告     （進藤会長） 

 ９月６日（火）３３０－Ａ地区１０Ｒ１Ｚ・２Ｚ・３Ｚ

ガバナー公式訪問に先立ち、目黒雅变園２Ｆ「華しらべ」

にて「事前懇談会」が開催され、亀川幹事とともに参加い

たしましたのでご報告申し上げます。 

 １０Ｒ１ＺＺＣ松浦辰吉Ｌの司会で開催され、２ＺＺＣ

相野谷信之Ｌから開会の挨拶を頂きました。出席キャビネ

ット役員がご紹介されたのち、大石誠ガバナーからご挨拶

を頂きました。 

 懇談として各クラブ会長の自己紹介があり、主にクラブ

メンバー数やアクティビティについてご報告いたしました。

キャビネット幹事伊賀則夫Ｌによるキャビネット報告に続

いてガバナーとの質疑応答となりました。 

 当クラブからは理事会での質問事項として、ＯＳＥＡＬ

福岡大会や薬物乱用防止大会への協賛など今期特に協賛金

が多いと考えられるがどのように使われるのか、またメン

バー拡大のため、そしてクラブ疲弊防止のためにも地区会

費の値下げが有用と考えられるが可能かとの質問をいたし

ました。回答として、ＯＳＥＡＬ福岡大会については協賛

ではなく全日本レベルで決定された拠出金でありほぼ義務

として考えてほしいこと、薬物乱用防止大会への協賛はク

ラブ判断でできるだけ協力をお願いしたいが、当日はポス

ター代・日比谷公会堂の会場費やバス借り上げ費などに費

用が掛かること、地区会費の値下げについては会員２００

名減少の中、予算が逼迫し地区会費の値下げは困難である

とのご回答を頂きました。 

 また、年次大会部会でも意見が出たＩＴ・ＰＲ活動にお

けるツイッターやフェイスブックの活用の進行具合につい

てもご質問致しましたが、現時点ではキャビネットとして

具体的な進展はこれからであるとのご回答を頂きました。 

 そのほか各クラブからは、薬物乱用防止大会の詳細な内

容などさまざまな質問が出まして、時間ぎりぎりまで活発

に討議が行われました。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ②

☆ ９月１０日 東京代官山ＬＣ改称記念例会参加報告       （Ｌ亀川） 

 さる９月１０日（土）、東京代官山ＬＣ（旧東京スピ

リット２１ＬＣ）改称記念例会に進藤会長と共に出席

して参りましたのでご報告致します。福田会(ふくでん

かい)という児童養護施設に毎月行って畑を耕して野

菜を収穫したり、代官山の土地にひまわりの種を植え

たりというアクティビティをおこなう創立８年目の若

いクラブで、平均年齢もリジョンで一番若いクラブで

す。ここが地域に密着した活動がしたいということで

より地域に密着したクラブになりたいという意味で代

官山ライオンズクラブと改称したとのことでした。 

当日電車が止まるなどの不測の事態もありましたが、

少々開催時間を遅らせて、第１部は、今期幹事の浅井

勉Ｌの司会挨拶で始まりました。今期会長の中島太Ｌ

の開会のゴング、「国家」「ライオンズ・ヒム」斉唱に

続き会長挨拶、今期会長の中島太Ｌは３０代と大変若

く、今後大いにご活躍されることと感じました。 

続いて御来賓でおこし頂いている３３０－Ａ地区大

石誠ガバナーよりご挨拶がありました。若い会長のも

と、ますますのご活躍を期待していますということと、

かさねて１０月１６日の薬物乱用防止大会のお願いが

会場にいる皆に伝えられました。 

 ３３０－Ａ地区 元ガバナー中島洋吉Ｌの挨拶で第

１部は終わり、続いて第２部へと移りました。第２部

のアトラクションはオペラと手品とベリーダンスとい

う組み合わせ。オペラ歌手の小林真美子様は素晴らし

い歌をご披露されただけでなく、社会奉仕に大変ご興

味があり、震災被災地へ足を運ばれて身一つで歌う歌

を喜んでくださる被災地の方に逆に教わるものも多か

ったとご挨拶されて「代官山ライオンズへの入会」を

勧められていらっしゃいました。続いて、大石誠ガバ

ナーや第二副地区ガバナー阿久津隆文Ｌも巻き込んで

の華麗なマジックショー、さらには官能的なベリーダ

ンスに合わせてドネーション箱がテーブルを回るなど

会場は大いに盛り上がりました。 

 メンバー数も少ないながらも、若い中島会長のもと、

少数精鋭で頑張っている代官山ＬＣには見習うところ

が沢山あると思いました。ますますのご活躍を祈念し

て代官山ＬＣ改称例会参加報告としたいと思います。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ③

☆ ９月１４日東京シティＬＣ例会参加報告          （進藤会長） 

 さる９月１４日（水）、新宿の京王プラザホテルにて開

催された東京シティＬＣの例会に参加してまいりました。

この日は４２階の富士の間という部屋で窓の向かいに都

庁、その向こうに夕焼け、と大変良い眺望でした。 

 東京シティＬＣは、今期４０周年を迎えて東北被災地を

縦走して小錦関たちと炊き出しアクティビティを行うな

ど大変活発に活動しているクラブで、昨今は若いメンバー

も増え、この日も前会長の重信眞一Ｌの学校の後輩である

新入会員鳥原様入会式がありました。また、通常例会に訪

問するとクラブによる例会運営の違いが実感できて大変

勉強になるのですが、この日も「ライオンズクラブの歌で

は１番と３番のみを歌う」「食事がバイキング形式で各自

が自由にとってくることができる」「『また会う日まで』を

歌わない」など、当クラブの進行と異なるところがあり、

クラブによっての例会運営の差を痛感致しました。 

 私にとって特に驚きでしたのはテールツイスタータイ

ムでした。「富士そば」経営者の丹道夫Ｌがテールツイス

ターとして前に出られて、「ここは経営者の集まりなので

皆さんに少しずつお話をしてもらいます。進藤さんもお願

いします」と前置きがありまして、「総理大臣が変わりま

して消費税アップが囁かれておりますが、消費税１０％、

１５％とあがると、サラリーマンのメタボが進むのではな

いかと医師会が心配して警告を出しています。では、なぜ、

消費税が上がるとサラリーマンのメタボが増えるのでし

ょうか？」とのクイズが出されました。これに対してひと

りひとり前に出て「インスタントラーメンが増える」「昼

食を抜いて二食ドカ食いが増える」などのストーリーを考

えて回答と思しきものを話すというテールツイスタータ

イムでした。私も含めてその場にいた全員が不正解となる

難問で、全員ドネーションではなくファインをお支払いす

ることとなりました。ちなみに正解は「消費税が上がると

自宅で奥様がお弁当を作るようになるが、消費税アップで

野菜が高くなり、食材として安い鶏肉を砂糖醤油で揚げた

唐揚弁当が増え、糖質・脂・炭水化物摂取が増えてメタボ

になりやすくなる」でした。経営者としての力量アップに

つながるテールツイスタータイムに深く感動致しました。

東京シティライオンズクラブの皆様、お世話になりまして

どうも有り難うございました。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ④

☆ ９月１３日・９月２５日南三陸町視察報告  （進藤会長・Ｌ亀川・Ｌ村井） 

 さる９月１３日（火）に今後のアクティビティについ

てのヒントを得るために、今期２度目の宮城県南三陸町

にＬ進藤が行ってまいりました。７月末に『福興市』に

伺ったとき知り合った『いそひよ応援団』の鈴木清美さ

んを訪ね、町内の障害者施設の状態について詳しいこと

をお聞きするのが目的でした。  

 南三陸町のなかでも津波の被害のない「入谷」という

山の中の地域に『のぞみ福祉作業所』という知的障害中

心で活動されている施設があり、畠山所長と森主任が応

対してくださいました。この施設はもともとは町内中心

地にあり、震災当日津波に襲われ、２名の犠牲者を出し

つつも５月末に利用者のご家族のご厚意と支援団体の助

成で利用者のご家族の敷地にプレハブ小屋を建ててもら

い、隣接する土地を開墾して畑を耕し、ナスやネギなど

の野菜を育てていました。収穫した野菜は各利用者が持

ち帰るのですが、避難所や仮設住宅などにも配ってもら

っているそうです。 

 ９月中には市街地への引っ越しができそうであること、

以前いただいていた下請け授産作業が企業の避難ととも

に絶えているけれども、いずれはまた復活したいと畠山

所長はおっしゃっていました。「３０年かけて築いてきた

町の皆さんの温かい見守りの関係が津波で流されてしま

った」「建物は建つけれども、そこから先は行政の復興計

画によるところが大きいので、今はその先のことが考え

にくい」という畠山所長のお言葉が重く響きました。 

 続けて同じ法人運営の精神障害者の作業所『風の里』

に移動しました。やはり津波で施設が流され、現在は町

の公民館の場所を借りて活動しているものの、他団体が

使用するときは活動休止せねばならないとのことでした。

また志津川地区のベイサイドアリーナの隣のコンテナハ

ウスでは相談支援事業所を開設していて、そこにＪＤＦ

（日本障害フォーラム）が交替で支援人員を派遣してい

るとのことでした。 

 途中でご案内頂いた鈴木さんが、津波に襲われた元の

『のぞみ福祉作業所』に連れて行ってくださいました。

志津川高校に向かう途中の高台にあり、津波を見物して

いたところ自分たちのいる高台まで津波が押し寄せ、あ

っという間に建物の奥へと流され、「すんでのところでこ
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の雨どいにつかまって助かった」「息子はトイレで職員が

抱っこして、天井との隙間の頭一つの空間があって助か

った」と生々しいお話をしてくださいました。 

 鈴木さんと別れ、私は大学の同級生でメディアに勤め

る友人新延明氏がいる、隣接の歌津地区へと向かいまし

た。新延氏は途中孤立地帯になってしまった歌津にとど

まり、船を流された漁師たちの生活を取材していて、「本

日北海道から寄付された船が来た」と教えてくれました。

また「高台の小ぶりな家に２００人も避難して暮らして

いた」「支援団体が避難所となる小屋を作ったり、孤立し

ないで済む道路を作ったりした」と教えてくれました。 

 

 

 

 

続いて、９月２５日に南三陸町で毎月開催している福

興市に、進藤会長、亀川幹事、Ｌ村井の３名で行ってま

いりました。７月末にお邪魔した時に続いて、市川ライ

オンズクラブの吉原稔貴Ｌと今回は生田邦彦Ｌもご一緒

に東北新幹線に乗り、くりこま高原駅からレンタカーで

南三陸町に向かいました。福興市は相変わらずの盛況で

全国各地からの出店が引きも切らず、大変にぎわってい

ました。 

 亀川幹事の感想は「幹事の一言」をご覧いただくとし

て、実家が隣接する登米市にあり、もともと地震に対す

る意識が高くて鉄筋を入れたお墓を建てていたのにそれ

が倒れてしまったというＬ村井の感想をご紹介します。 

村井Ｌ：今日は、わが故郷くりこま高原へようこそとい

いたいところですが、被災地を見たら愕然としました。

東北の復興のために少しでも力になれればとサンマを２

７匹購入しました。これからも微力ながら支援をしてい

きたいと思います。東京から福島に来るときに放射線量

を測定しながら行くと明らかに上がって、最大で放射線

量は東京の２０倍にまで達しました。トンネルに入ると

値が下がるのに、トンネルから出ると値がみるからに上

がるのは驚きでした。こうして、福島の現状を目の当た

りにして、何ができるかわからないけど真剣に考えない

といけないと思いました。この生の情報を皆さんに伝え

ることが我々のできることだと思いました。 
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■ 行事予定 

１０月２日（日）     潮来ＬＣ合同食育アクティビティ（稲刈り） 於：潮来 

１０月６日（火）13：00～ 第４回障害者施設見学ツアー        於：区内障害者施設 

１０月１２日（水）18：30～１０月第１例会    於：目黒雅变園 

１０月１５日（土）１６日（日） せたがや未来博           於：世田谷区役所中庭 

１０月１６日（日）    薬物乱用防止キャンペーン         於：日比谷公会堂 

 

■ 幹事 亀川より一言  

  

 

 

 

世田谷ライオンズクラブの皆様、いつもお世話になっております。 

さる９月２５日（日）に、宮城県南三陸町に進藤会長、Ｌ村井と私の

３人で、視察に行って参りましたので、少しだけ報告したいと思います。 

当日は往復東北新幹線で行きました。仙台を越えて、くりこま高原駅

で下車したところ、なんとＬ村井の生まれ故郷がすぐ近くだいう事がわ

かりました。生まれ故郷である宮城県の現状を見ておきたいというのが

今回の参加理由だっだのでしょう。 

駅からは、７月第１例会にもおこし頂いた、市川ＬＣの吉原Ｌ、生田

Ｌと合流し、合計５人でレンタカーで南三陸に向かいました。 移動する

こと１時間強、川沿いの道を下って行ったのですが、徐々に変わってい

く景色、するといきなり目の前に広がる南三陸町があったはずであろう

場所、「町がない！」町が消えてしまっている惨状を見て、正直言葉も出

ませんでした。 

建物は基礎部分を残して、そっくりみな津波に持っていかれています。

がれきは片付いていると思えばすぐ隣に山積みになっていました。テレ

ビ等でしか見た事がなかったので、かなりショックでした。 

 その後毎月、福興市というものが近くで開催されているという事でお

じゃましたのですが、そこには全国から支援に訪れている自治体の方々、

または民間の方々がブースを借りて食べ物など様々な店が出店されてお

り、大いににぎわっていました。南三陸志津川ＬＣの方々も出店されて

おり、少しだけお話をさせて頂きました。 皆さんほんとに表情も明るく

笑顔を絶やさず、復興にかける意欲をうかがえました。 

 その後海岸線を気仙沼の手前まで走ったのですが、報道されずにいる

小さな漁村などは、やはり南三陸町と一緒で壊滅状態でした。 

帰りの時刻が迫ってきたのでそこまでしか行けませんでしたが、機会

があれば、その先の気仙沼、陸前高田、大船渡あたりまで足をのばして、

我々のどういった支援が望ましいのか幅広く考えていきたいと思いま

す。 以上幹事の一言でした。 

        幹事Ｌ亀川 


