
 

  

例会記録  

会員総数  40名 出席会員数  30名 

ゲスト      2名  その他     0名 

ビジター    0名  事務局     2名 

海外ﾋﾞｼﾞﾀｰ 1名  出席率   80.68％ 

 ──────────────── 

10 月 5 日 Make-up後の 

出席率 90.05％ 
 

 

 

ニコニコボックス  

濱田会員：分区予選会で 15位の飛び賞、また、 

KRGでは 2 位の賞品をいただきました。 

おすそ分けとして 

佐藤会員：昨日は、孫娘の 4 歳の誕生日でした 

時園会員：孫娘の七五三です。 

内田会員：寸志 

齊藤会員：先日、会計士協会 

の定期検査が 

無事終わりました。 

垣見会員：結婚記念日（10/6） 

 

 

 

 

次回予告  

第15回例会 2020.11.16（＃2289）  

会場：舞の間 

 例会ホスト・紹介係  濱田君 

       受付係  乳井君  加賀君 

       会費係  細谷君 

司会者  木寅君 

ソングリーダー  井関君 

 

 卓話 「税務行政とCOVID-19」 

    麹町税務署長 道免 良春氏 

         紹介者 地引君 
 

  

 

 

  

会長報告 

1） 本日の卓話では、児童養護施設の卒業生が、独り立ちする際の支援活動をしているNPO法人プラネットカナールの 

鈴木理事長お起し頂きました。神田RCの社会奉仕活動として支援されていると伺っております。 

2）今期のクラブ年次総会は12月７日です。 次年度の役員、理事の公示を致します。 

  異議申立てのあるかたは、3周間以内に書面にて私宛てにご提出下さい。 

3）12日に開催の中央分区ゴルフ予選会で、入賞された方に賞品をお渡ししたいと存じます 

  個人戦：9位：須藤会員 15位；濱田会員  55位：荘村会員 100位：浅野会員   

ブービー賞：加賀会員 

  シニア戦 4位：須藤会員 

幹事報告 

1） 来週は、祝日週のため、休会です。 11月９日はIMの予定でしたが、中止となりましたので、 

通常例会となります。 

2） RLI 第３回は 11月 19日（木）に開催されます。 

ご参加の希望の方は、登録料をそえて、事務局までお申し出下さい。 

 

  本日の例会プログラム 

第 14例会 2020.11.9（＃2288）会場：舞の間 

例会ホスト・紹介係 守屋君   会費係 浅野君 

受付係     荒川君 佐藤君 

 司会者 木寅君    ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 井関君 

 

卓話「しんぐるまざーず・ふぉーらむにおける 

コロナ禍のひとり親支援」 
   NPO法人しんぐるまざーず・ふぉーらむ事務局長  

食料支援・新入学お祝い金事業担当 村山 純子氏 

      紹介者 時園会員 
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東京麹町ロータリークラブ    

 前回の報告  

第 13例会 2020.10.26（＃2287）会場：舞の間 

例会ホスト・紹介係 地引君   会費係 守屋君 

受付係     藤谷君 崎山君 

 司会者 吉田君    ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 木寅君 

 

卓話「児童養護施設 18歳の巣立ち～ 

『すべてに意味があり、みんな大事な存在』」 
      NPO法人ﾌﾟﾗﾈｯﾄｶﾅｰﾙ理事長 鈴木 邦明氏 

      紹介者 須藤会長 

 

 
 

 

 
 

  2020〜21 年度年度 

国際ﾛｰﾀﾘｰ会長  Holger  Knaack 



 
 

  
 

  

 

鉄道が経験した東日本大震災 

日本ホテル㈱代表取締役社長 里見 雅行氏  （9/28卓話 若林会員紹介） 

（東京豊島東 RC） 

 

 
2011 年 3 月 11 日に発生し

た地震では、新幹線の架線を

支えている電化柱が軒並み倒

れ、仙台駅新幹線ホームの天

井は落ち、在来線の線路もえ

ぐれました。その後、津波に襲

われ、沿岸線区の車両は流さ

れ、線路や駅舎がなくなってしまいました。 

 当時、私は JR 東日本で宮城・山形・福島を統括する仙

台支社長であり、対策本部長として対応に当たることにな

りました。地震直後に指令室に飛び込んだ時、指令員は

沿岸の各乗務員に「避難誘導をすぐにしなさい」と叫んで

いました。その後、津波によって通信手段が破壊され、何

が起きたのか分からなくなってしまったので、翌日には捜

索隊を編成して現地を回ってもらいました。沿岸線区の全

貌が分かったのはその日の午後でした。 

 最初に行ったのは、お客さまの救済でした。何かが起こ

ったら現場の社員が自律的に行動することになっており、

乗務員も駅員も、お客さまを安全な場所に誘導しました。

新幹線は、１編成で乗客 1000 名を超えることもあります。

バスを手配してまず避難所にご案内しましたが、なかに

は新幹線に食料品などを搬送して一晩過ごしていただい

たケースもあり、バスで近くの避難所に案内した後に、さ

らに東京方面、盛岡方面にご案内しました。 

 この大震災で、JR 東日本の客は死者もけが人もゼロで

した。これは非常に運が良かったからでもありましたが、

これまで備えてきたこと、たとえば高架橋の柱の補強や

地震計に連動した急ブレーキのシステムが活きたほか、

日頃から津波や地震を想定した訓練を行っていた成果も

出ました。ただ、すべてマニュアル通りにやるのでなく、自

ら考えて動くようにと言ってきました。実際、津波の危険か

ら、低地を通るルートで避難所を目指さず、高台に止まっ

た車両の中で一晩過ごすことで危機を脱したケースもあ

りました。 

 3月 12日にはお客さまの救済が終わり、13日以降は復

旧作業に取り掛かりました。在来線は沿岸線区を除いて

4 月中に運転を再開しました。地域の方々は肉親や友人

を失った悲しみを堪えながら、不便で苦しい生活を強いら

れていました。列車が走ることで沿線の皆さんが日常生

活の回復を実感し、列車に手を振ってくれるのを見て、運

転士と一緒に涙をこらえました。また、深刻なガソリン不

足を解消するため、苦労して磐越西線に石油列車を走ら

せました。新幹線も全国の JR から応援をもらって 4月 29

日に全線運転再開しました。 

 

他の震災に比べてもかなり早い再開です。楽天イーグル

スとベガルタ仙台のホームゲーム開始にぎりぎり間に合

いました。現場社員の頑張りの結果だったと思います。 

 震災後は、観光なんてとんでもないという雰囲気になり

がちです。しかし現地の人は、たくさんの人に来てもらっ

て現状を理解してもらいたい気持ちが強いのです。被災

地を案内する語り部ツアーが活躍したほか、JR と地元関

係者が協力してデスティネーションキャンペーンも展開し

ました。 

 沿岸線区はルート変更や除染作業などで再開までに時

間がかかりましたが、今年 3 月、常磐線が全線運転再開

しました。気仙沼線などでは、線路の跡をバスが走るBRT

が活躍しており、少しずつ町もできてきました。来年 3 月

で震災から 10 年になりますので、ぜひ足を運んでご覧い

ただければと思います。 

 今もコロナで多くの方々が苦しんでいる最中です。災害

の前では人間も弱い動物でしかありませんが、災害を乗

り越えていくときの人間は本当に強いものです。このコロ

ナの大災害も必ず乗り越えることができます。その日が

来るまで、今できることをやっていきたいと思っています。 

 

 

 次年度理事・役員公示 
 
次次年度会長（副会長） 

クラブ奉仕委員長 浅野 泰弘 

次次年度幹事（副幹事） 

      加賀 聡 

会計         加賀 聡 SAA                荒川 和幸 

職業奉仕委員長 藤田 進太郎 社会奉仕委員長  内田 祐輔 

国際奉仕委員長 吉田 弘和  青少年奉仕委員長 木寅 雅之 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長  飯嶋 一晃 親睦委員長       崎山 喜代志 

姉妹クラブ     佐藤  茂  

選任済役員：次年度会長・荘村明彦 次年度幹事・福田仁司 

         次年度直前会長 須藤仁 
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