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皆さん、こんにちは、本日も例会出席ありがとうございます。出席率が低い様ですが、いつも
通り始めたいと思います。又、欠席した場合は、メーキャップを利用して頂くと、自分の為にも
なりますので、是非お願いしたいと思います。皆さん年度末で色々忙しいと思います。先週荏原
さんに訪問し、お世話になりました。たまには、その様なプログラムも良いですね。お世話様で
した。本日は、ロータリーの友情報となっておりますので、担当の委員会、委員の方宜しくお願
い致します。毎回思うのですが、資料の作製者等、大変な作業かと思います。敬意を表したいと
思います。本日も宜しくお願い致します。
－１－

【幹事報告】遠藤

和夫

幹事

袖ヶ浦 RC、木更津東 RC、君津 RC、上総 RC より週報が届い
ておりますので回覧致します。
以上、よろしくお願いいたします。
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【委員会報告】窪田
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お花見ウォークについて
2019 年 4 月 6 日(土)
第 13 回お花見ウォークが開催されます。
皆様宜しくご参加下さい。

－２－

【ロータリーの友情報】東

清三郎

会員

3 月号より
1.

RI 会長(バリー・ラシン)メッセージ (p.３)
・私が何より心を打たれるのは人々との出会いです。
ロータリアンはとても温かく歓迎してくれます。更に
熱烈に歓迎してくれるのはローターアクターです．
・最近最も印象深かったのは、ガーナで６０ものロー
ターアクトクラブがある地区を訪れたことです．
・ウガンダのナキバレで、・・・。トルコでは、・・・。
ローターアクターは、・・・。ローターアクターが・・・。ロータリーが・・・。
・ロータリーは強大な存在です。ローターアクトと力を合わせれば、まさにとどまるところを
知りません。手を取り合えば、世界中で、出会う全ての人のインスピレーションになる可能性
があるのです。

２.

特集(pp.7～17)
・水と衛生月間 世界中に安全な水を
・世界ローターアクト週間 会員増強・維持に挑む RAC

３.

心は共に 東日本大震災 釜石東 RC (pp.28～30)
・2011.3.14 午後 2:46 被災
・2014 「ラグビーワールドカップ 2019 日本大会（9/20-11/2）」開催候補地に挙手。決定。
・2015.9 ラグビー応援大使（6 人の中学生）をイングランド大会に派遣（必要経費 500 万円
中、約 350 万円を RC 寄付で負担）
・2018.8 新スタジアム竣工イベント開催 （※１）釜石高校２年生 洞口留伊さんスピーチ
・2019.9.20.-11.2 ラグビーワールドカップ 2019 日本大会 開催予定
（※１）
わたしは、釡石が好きだ。海と山に囲まれた、自然豊かな町だから。
わたしは、釡石が好きだ。空気も人の心も、温かくてきれいな町だから。
わたしは、ラグビーが好きだ。釡石でのラグビーワールドカップ開催を知り、市が募集をしたラ
グビー親善大使に応募して２０１５年のイングランド大会で人生初のラグビーを観戦し、会場の
雰囲気とその迫力に圧倒されたから。
わたしは、ラグビーが好きだ。試合後、ファン同士が敵味方関係なく握手をし合い、一緒になっ
てゴミ拾いをしている姿に感銘を受けたから。

７年前の３月１１日。小学校３年生だった私は、算数の授業を受けていた。防寒着を来て、校
舎の５階へ逃げた。土砂崩れが起きて、もっと高くへ逃げた。うしろを振り返れば、鵜住居（う
のすまい）を飲み込む津波が見えたかもしれない。けれど、私は「とにかく逃げなきゃ」と焦っ
ていた。たまたま通りかがったトラックに乗って、町の体育館へ避難した。
１１列に並んで２人ずつ分けたおせんべい。コップ一杯の水。そのときの自分の気持ちはうまく
思い出せない。数日たっておにぎりを１つ食べられたときに、食べられること、生きていること
のよろこびをじんわりと感じたことは覚えている。

－３－

当時の私に、「この町にラグビーワールドカップがやってくるよ」と伝えても、きっと信じてく
れないだろう。２０１９年。大好きな釡石のまちで、大好きなラグビーの国際大会が行われる。
そして、このスタジアムは、完成した。そして、釡石は、世界とつながる。いま、私がしなけれ
ばならないことは、あのとき、釡石のために支援をしてくれた日本中の、そして世界中の人たち
にあらためて感謝の思いを伝えることだと思う。そして、私がイングランドで感じたように、町
を盛り上げることが大切だと思う。このスタジアムがつくられたのは、私の小学校があった場所。
入学するはずだった中学校があった場所。そして、離れ離れになってしまった友だちと、また会
える大切な場所。
今日は、そんな思いのつまったスタジアムが生まれた日。日本中の釡石を愛する人たちと、世
界中のラグビーを愛する人たちと、この日を迎えられたことを祝い、そして感謝したい。
Thank you everyone in the world for your support.
We have recovered and will move on wards from the earthquake.
We are looking forward to seeing you in Kamaishi next year.
このスタジアムはたくさんの感謝を乗せて、いま、未来へ向けて出航していく。
未来への船出
２０１８年８月１９日
釡石高校２年 洞口留伊
以上、ロータリーの友＜2018 年 3 月号＞より情報を抜粋してお届けしました
（文責：東 清三郎）
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