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◆会長挨拶 小林信雄会長

本日はロータリー

米山記念奨学会 2011

年度の奨学生 城西

国際大学大学院 楊

文壇(ヨウ ブンダン)さ

んのご出席を頂いて

おります。楊さんの奨学期間は 2011 年 4 月～

2012 年 3 月までとなっております。また、彼

女の研究テーマは「ジェンダーの視点から読む

女性文学」です。

第 2790 地 区 ｸ ﾗ ﾌ ﾞ 奉 仕 委 員 会 発行 の

「Welcome to Rotary」から、ロータリーとは

「奉仕の理想」を信条に掲げる友好と奉仕を志

す人々の集まる集団。団体を構成する人は職業

を持つ善良な成人である。ロータリアンの特典

は ①国内外の例会に出席し、国際的親交を持

つことができる。②奉仕活動を通じて地域社会

と世界平和に貢献できる。③ロータリアンの徽

章を着用できる。④地域社会の職業の代表とし

て認められる。⑤所属クラブに対して的確な人

材を推薦できる。東金ロータリークラブのメン

バーとして上記特典を、誇りを持って尊重して

ゆきたいと思います。

◆誕生祝い

小高 徹会員

町田 茂会員

鈴木君江事務局

◆結婚祝い

中村隆則会員

長尾邦俊会員

梅室政司事務局

◆米山奨学生

城西国際大学大学院

楊文壇(ヨウブンダン )さん

出身は中国甘粛省天水市です。
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第 2506 回例会 5 月 17 日 12 時 30 分点鐘：例会場

今週の合唱〈手に手つないで、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クラブ協議会(次年度活動計画について)

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（5 月 10 日）
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◆卓 話 菅原 實会員

私の仕事はガラス製

品を作っております。

4/29～5/1までお客様感

謝のセールを行いまし

た。初日はキャパを大き

く上回る沢山のお客様

で、豊海県道が渋滞してご迷惑をかけました。

ところで 3.11 以来殆どの催事が取り止め、観

光地のホテルはキャンセル 90％など暗いニュ

ースばかりでした。それが 5/3 の連休からは一

転、各高速道路は大渋滞となり観光地も混雑し

たようです。被災地に思いをいたしながらも日

常を取り戻すきっかけになればと期待しており

ます。

私の会社の直営店も仙台の中心地にあります。

4 日ほど休業しましたが短時間営業で再開しま

した。3 カ月は商売度外視して街の活性化のた

めに営業したのですが、4 月は前年比プラスの

販売実績を残せました。一部のグラスを無料で

差し上げたりもしているのですが、有難いこと

です。4 月 29 日からは地下鉄も復旧しましたの

で 5 月からは普通営業に戻りました。街全体と

しても 4 月下旬には三越に続いて藤崎も本格的

に営業再開しています。当社も以前よりも広い

スペースをいただいて協力させていただいてお

ります。全館フェアーを行っていることもあり

ますが、一昨日の報告では大変な人出で非常に

良く売れているそうです。しかしまだ再開でき

ないレストランなども多くあります。市内のホ

テルも大分再開しましたが、郊外の素晴らしい

ホテル、ロイヤルパークは被害が大きくまだ再

開のめどが立っていません。当社の仙台での有

力な得意先で結婚式も沢山予定されていました

から非常に心配しております。

ところで震災後の外国の反応は日本人との考

え方の違いを感じさせられました。外国メディ

アは日本人の避難所での冷静に耐える人たちを

称賛したり、すぐに救援の品や人を派遣したり

と非常に好意的だったようです。しかし原発事

故が報道されるようになると都心の百貨店の外

国著名ブランドのインショップが無人で真っ暗

になったのにはびっくりしました。昨年オープ

ンしたばかりの外資系のゴージャスなホテルか

らは 3/18 に突然当社にも FAX が入りました。

本日 16:00 をもって全ての業務を中止し全員退

去します、というのです。宿泊客も当然あった

でしょうし当社が受注している結婚披露宴も何

件もありました。これらの方々は非常に困った

ようで、お陰で営業を続けたペニンシュラなど

には相当お客様が流れてきたと喜んでいたよう

です。ドイツ大使館もフランス大使館もすぐに

大阪に逃げ出しましたね。ドイツは 4 月半ばに

東京を再開したようですがフランスはどうなの

でしょうか。兎も角歴史の違いなのでしょうか

日本人とは意識の違いが有るようです。お蔭で

百貨店などはやはり日本製品がたよりになると

見直された面がありチャンスを得たような気が

しますが。しかし外国人の暖かさも感じました。

海外の取引先や知人からはすぐにお見舞いのメ

ールをいただきました。

◆筍刈移動親睦会

竹林でタケノコ狩りを

してから「童子」にて

大多喜 RC と炉端を囲

んで懇親会をしました。

★感謝セールに大勢の方々におこしいただきま

した。 ・・・菅原實会員

★千葉学芸高校２年大西葵選手が新潟ヨネック

スレディースゴルフトーナメント(5/27～29)

に出場します。 ・・・高橋邦夫会員

★田植え終わりました。本日は大多喜 RCと親睦

を深めてください。 …市東 弥寿雄幹事

★結婚祝いありがとうございました。

・・・長尾邦俊会員

★本日、52 歳になりました。誕生祝いありがと

うございました。 ・・・小髙 徹会員

◆3.11 東日本大震災義捐金 2,000 円
◆出席率

会 員 出席者 出席率
２５名 ２１名 ８４％

5月 10 日
コインＢＯＸ
２，０５０円
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