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◆会長挨拶 小林 信雄会長

皆さん、地震の被害は

どうですか、我が家は滅

茶苦茶です。

地盤が弱いせいか、築

100 年経った古い母屋も

私が建てた家も被害が大きいです。

東北地方もひどい被害なので、これから義捐

金をお願いします。日本はいくつかのプレート

の割れ目にのっていて、クジラの背中に乗って

いるようなものです。絶えず安心はできません。

また日本は人口が集中しているので被害が大き

いです。

今は、福島

原子力発電

所が気にな

るところで

すが、クラブ

協議会があ

ります。

◆幹事報告 市東 弥寿雄幹事

・茂原東、茂原中央 RC

より例会変更案内

・3/21(月)の模擬国連は

5 月 1 日(日)に変更に

なりました。

・織田ガバナーより義捐金の依頼がきてます。

・東金 RC の定款を変更します。

◆ゲストスピーチ 石橋 清孝様

今回の地震は震度５強で

した。津波は九十九里では

2m、建物の全壊は旭市が 339

棟、香取市 22 棟です。床上

浸水は山武市 209 棟、九十

九里 89 棟。断水は山武市 6,200 戸。

この地区は東方沖地震 6弱が想定されていま

す。最近では、1987 年 12 月 17 日午前 11 時 8

分 17 秒、千葉県房総半島、九十九里浜付近を震

源として発生。歴史の中では、元禄（げんろく）

大地震、1703 年 12 月 31 日（元禄 16 年 11 月
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第 2499 回例会 3 月 22 日 12 時 30 分点鐘：例会場

今週の合唱〈それでこそロータリー、四つのテスト〉

① 開会宣言と点鐘 ②お食事（江戸銀）③会長挨拶

④幹事報告 ⑤委員会報告 ⑥卓話 地区職業奉仕委員会 片岡様

⑦ニコニコ BOX 発表と出席報告 ⑧閉会宣言と点鐘

前回の記録（3 月 15 日）
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23 日 (旧暦)）午前 2 時ごろ、震源は房総半島

南端にあたる千葉県の野島崎、マグニチュード

は 8 と推定されています。

次に、医療問題 旭中央病院と鴨川の亀田病

院との間に空白域があります。新医療センター

は、医師を確保するために千葉大学附属臨床研

修センターになっています。看護師を集めるた

めに来年４月からは城西国際大学に看護学部、

また、千葉大病院の看護師を集めていた人を配

置し、地域内の看護資格を持っている人を探し

出して採用します。

◆クラブ協議会
2011 年～12 年度

役員・理事・委員会名簿

会 長 古川秀夫

会長エレクト 鈴木康道

副 会 長 市東弥寿雄

幹 事 岡本秀男

会 計 秋葉芳秀

Ｓ・Ａ・Ａ 小高徹

理 事

古川秀夫 鈴木康道

市東弥寿雄 岡本秀男

秋葉芳秀 小林信雄

小高 徹 高橋邦夫

平間陸生 高山友二

安藤昇一 並木孝治

副 幹 事 高橋邦夫

会 計 補 佐 町田茂

副Ｓ・Ａ・Ａ 市東弥寿雄

クラブ奉仕委員会 委員長 市東弥寿雄

・会員増強 委員長 三宅英雄

吹野友雄 高山友二 平間陸生

・クラブ広報 委員長 小高徹

長尾邦俊 宮原信道 安藤正義

・親睦 委員長 中村隆則

鈴木康道 井上五男 吹野友雄

豊福豊次 （新入会員）

・クラブ管理 委員長 秋葉芳秀

小高徹 高橋邦夫 小林信雄

社会奉仕委員会 委員長 高山友二

・新世代の為の委員会 委員長 小久保良行

豊福豊治 町田茂 中村隆則

秋葉芳秀 大坪成彬 安藤昇一

・インターアクト 委員長 高橋邦夫

吹野友雄 小久保良行 並木孝治

宮原信道 菅原實

職業奉仕委員会 委員長 平間陸生

・担当委員長 長尾邦俊

山本忠司 井上五男 鈴木康道

三宅英雄 岡本秀男 安藤正義

国際奉仕委員会 委員長 安藤昇一

・ロータリー財団 委員長 並木孝治

大坪成彬 山本忠司 高橋邦夫

・米山奨学 委員長 小林信雄

菅原實 小久保良行

◆九十九里の水害 山本忠司会員

ご心配をおかけしました。次回は、流木に窓

を破られるので逃げることにしました。

☆ご奉仕 ・・・石橋 清孝様

◆出席率

会 員
出席者 出席率

２５名 １８名 ７２％

３月 15 日
コインＢＯＸ
１，９６７円

欠席連絡は、前日までに事務局宛に、電話、ＦＡＸ. Ｅメールにて、お願い致します。
(緊急の場合は当日１０時までに) メーキャップ先への事前連絡もお忘れなく
電話 0475-52-1101 ＦＡＸ 0475-55-5766 Ｅ－ｍａiｌ：info@togane-rc.jp


