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 まずは報告事項があります。 

3/31 の 45 周年記念例会において、

関口会員より45万円の寄付を頂くこ

とになりました。関口会員ありがとう

ございます、感謝申し上げます。 

次に交換留学生のリサが、先週

の折原幹事のお宅から矢島会員の

お宅に引っ越しを致しました。来週は、春休みということ

でドイツに行っている小泉蒼馬君のお宅に 2 週間ほどお

世話になります。3 月末にはまた杉戸にもどってくる予定

になっております。今日の例会は出席の予定でしたが学

校の球技大会に参加することになり、カウンセラーの廣

井会員と学校に行っております。 

明日の 3 月 11 日は、東日本大震災があった日です。

あれから 5 年が経とうとしていますが、皆様はあの日、あ

の時間に何をしていたのでしょうか。私は、普通に店にお

りました。店が揺れ出した時、急に店番の女の子が悲鳴

を上げました。お客さんもいるのでとりあえず落ち着かせ

て、地震が治まるのを待ちました。その間、頭の中では、

このまま店が損壊してしまったらどうなるのか、地震保険

も入ってないし、借金だけが残るのか・・・など割と冷静に

考えていました。その後大きな混乱はなかったのですが、

困ったのは停電によるトイレ使用不可です。店のトイレは

タンクレスなので電気が止まってしまうと使用できません。

私は公園のトイレに走りましたが、女性はこのようなとき

本当に大変ですね。高野台駅では電車も止まってしまい

ましたので、駅前のロータリーには昌平高校の生徒が溢

れだしました。しばらくして電気が復旧しましたのでラジオ

を聴いていましたが、TV が

ありませんでしたので、家

にもどるまで東北であのよ

うな惨状が起こっていたと

は知りませんでした。帰りも

車で自宅に帰りましたが、

ガソリンスタンドも空いていましたし大きな混乱は見受け

られなかったので東北の映像は本当に驚きました。 

当日のニュースでは、福島の原発も電源は失われつ

つも電源車が向かっているので絶対に大丈夫だという報

道でした。実は、震災の前に富岡に行く機会があり、第二

原発と富岡の公共の施設を見たことがあります。原発は

5 重の砦があって絶対に安心なのだとその時に説明を受

けたので、そうなのかと思っていました。しかし絶対と言う

のは絶対ないと今回の事で改めて思いましたね。震災か

ら 5 年ということで、地震を忘れないためにも皆様があの

日感じたことや当日の出来事を是非お聞かせください。 

馬場会員馬場会員馬場会員馬場会員    

 私はちょうど整骨院の昼休みで、大きな揺れを感じた時

待合室の雑誌の棚を押さえていました。落ち着いてから

外に出てみると、前の家のおばちゃんが電信柱にしがみ

ついていました（笑）。大丈夫ですかと声をかえたのを覚

えています。しかし、地震よりその後の停電が大変だった

と記憶しております。 

戸賀崎戸賀崎戸賀崎戸賀崎会員会員会員会員    

 私はあの時、トイレの掃除をしていました（笑）。かがん

だ姿勢でしたので、あまりの揺れに私は自分がめまいを

起こして倒れるのかと思いました。その時は両親が健在

でしたので、慌てて実家に行くと、母は庭の木にしがみつ

いて、父はいつもの椅子に口を開けて座っていました

（笑）。しばらくは余震があったので、軽自動車を外に置き

両親がいつでも逃げられるようにしていましたね。 



深瀬深瀬深瀬深瀬会員会員会員会員    

 私は本郷の工場で電話を

していたのですが、頭がフラ

フラしてめまいのようでした。

血圧が上がったのかと思い

ましたが、周りから悲鳴が聞

こえたので地震だと気が付きました。一番怖いのは、工

場の大きな機械が地震の揺れで移動してしまうことです。

本郷は地盤がよくないということでしたので、工場内は地

盤改良しましたが、駐車場は地割れが起きてしまいまし

た。 

篠原篠原篠原篠原会員会員会員会員    

私は家の事務所にいました。大きな揺れに目の前にあ

る本棚を押さえていました。しばらくして外に出ると、多く

の人が慌てて外に飛び出したという気配でした。私の亡く

なった父が 5 歳のとき、大正 12 年の関東大震災を経験し

ましたが、そのときは余震が恐くて皆道路に寝たと言って

いたのを思い出しました。 

加藤加藤加藤加藤会員会員会員会員    

私は地震の時、会社の

机に座っておりました。揺れ

が強いので机の下に入り治

まるのをまっていましたが、

しばらくして館内放送で避

難指示がでました。会社の

建物の中には酸やアルカリ等が多くあります。それが倒

れて割れたりすると危ないので、中をすべてチェックする

までは中に入れません。かなり長い時間外で避難してい

ました。家に帰る時は、車を乗り合って帰りました。私は

大宮なので川越の人に乗せてもらいました。この近辺は

まだ大丈夫でしたが、大宮に近づくにつれて渋滞がひどく

なり動けなくなりました。結局家に着いたのは 11 時くらい

でした。 

小柳小柳小柳小柳会員会員会員会員    

私の事業所には当時 70

台くらいのトラックが走って

いました。地震の次の日に、

各車に帰りに燃料を入れる

よう無線で指示をだしましたが、給油できるガソリンスタン

ドを探し回り全車がもどったのは11時過ぎでした。その間

の人件費などを考えるとかなりの出費でしたね。その経

験があって今では、事業所にスタンドを入れました。 

舟越舟越舟越舟越会員会員会員会員    

私はその時、家内と家におりました。地震で TV が揺れ

始めたので、小さいほうのTVを家内に、私は別の部屋の

大きい TV を押さえに行きました。しかし、大型 TV は地震

対策が施されていました。効果はすごいですね、しかし押

さえているふりをしてさぼってしまいました（笑）。 

関口関口関口関口会員会員会員会員    

私は家におりました。揺れが治

まってから外に出てみると、土管

製の煙突があるのですが、それは

三角のアングル鉄骨で支えていま

す。それが左右に大きく揺れてい

ました。そのおかげで煙突は無事

でしたが、蔵に入るとなぜか明る

いのです。屋根が落ちていました（笑）。すぐに新井さんに

電話して翌日ブルーシートをかけてもらいましたが、風で

飛ばされてしまうので結局壊してしまいました。 

大作大作大作大作会員会員会員会員    

私は当時 20 日前に病院を退院し家におりました。地震

の時、家族は店の調理場にいて私一人家におりました。

地震というのはだいたい 1 分半くらい我慢すれば治まると

思っていましたが、今回は次々と揺れがやってきます。私

は布団の中で「せっかく病気で助かっても地震で死んでし

まったら意味がないなあ」と考えていました。 

下津谷下津谷下津谷下津谷会員会員会員会員    

私は地震の時、ひたすら事務所の棚を押さえていまし

た。しばらくして外に出てみると、皆慌てて飛び出したよう

で私が最後でした。地震のから 3～４ヶ月後、東電が旅行

のキャンセル分を保証してくれるという情報が入ったので、

必要な書類を提出したところ何の審査もなくそっくりその

金額がおりました。これには驚きましたね。 

折原（折原（折原（折原（弥）弥）弥）弥）会員会員会員会員    

この辺では、瓦屋根の被

害が多くありましたが地震

の道というか地盤の関係で

特に揺れの強い場所がある

ようです。同じ敷地内でも建

物の向きによって被害が違います。私は地震の時、家に

おりましたが孫があまりに怖がるので抱きかかえて庭で

家が揺れているのを見ていたのを覚えています。建物の

被害はなかったのですが、後になってガラスや細かい建

具のヒビが見つかり交換を致しました。 



真中真中真中真中会員会員会員会員    

私は当時、日暮里舎人ラ

イナーで足立小台という駅

に勤務していました。ダイヤ

上責任者だったので、逃げ

るわけにも行かずホームド

アにしがみついて揺れが治まるのを待っていました。する

と電車がホームに入る直前で、ものすごい音がしました。

上から何かが落ちて来たのかと思いましたが、なんと横

揺れで運転席が駅舎に掠った音でした。驚きましたね。

地震があったのは金曜日で、私は足立に住む友人から

車を借りて帰り、土日月休みだったので、大宮や栃木か

ら来ている同僚 3 人を私の家に泊めました。次の日は足

立小台から杉戸まで 5 時間 20 分かかりましたね。 

矢島矢島矢島矢島会員会員会員会員    

私はあの日福岡に行く

予定で、羽田空港の JAL

のカウンターにおりまし

た。地震の直後、女房が

私の手を握ったので可愛

いと思ったのですが、最

近では私の方から手を握ったと言いだしましてね、可愛く

ないなあと思いましたね（笑）。その日は空港に泊まること

になりましたが、翌日はモノレールがすぐに動くだろうと予

測し、改札口のすぐ前に泊まりました。すると案の定 5 時

半に動きました。 

今回の震災で私はつくづく日本人はすごいなと思いま

した。羽田から浅草、北千住を通って杉戸まで 7 時間か

けて帰ってきましたが、どこの駅でも日本人は暴動や混

乱もなく長い時間ひたすら整然と並んで待っているので

すね。先進国の中でもこんな国は他にないでしょう。 

細井細井細井細井会員会員会員会員    

私が一番嫌いなのが地震です。会社の 2 階から「逃げ

ろ～！」と叫んだ瞬間、私が 1 番先に外に出ていました。

先ほどの下津谷さんと正反対ですね（笑）。部屋にもどる

と重たいロッカーが倒れておりフロアにめり込んでおり本

当に危なかったです。自宅で

は池の水が 3 分の 2 くらい出

ていまして、池の鯉も半分くら

い外に上がっていました。次

の日は町長から電話があり、

富岡町の被災者を迎えにバ

スを７台出すことにしました。幸手の権現堂まで３時間か

かりました。なぜかと言うと、ガソリンスタンドに入る車が

行列になり道をふさいでいるのですね。大型バスですか

ら、そうそう追い越すこともできません。震災時というのは

まったく予測できませんね。 

武井武井武井武井会員会員会員会員    

私は、午前中は保護司会で

新井会員と各学校へ作文コン

クールの冊子を配り、新井さん

たちと食事をしたあと自宅にも

どって地震にあいました。道路

は崩れて来るし脇の水道管はズレて噴水のようになって

るし、池の錦鯉が飛び出して来る、屋根のぐしは土煙をあ

げて落ちてきて生きた心地がしませんでした。屋根は折

原さんの倅さんたちにブルーシートをかけてもらいました

が、家の中は、TV が倒れ画面が割れ、食器棚の上にあ

った泡盛 2 升が落ち応接間に飲ませてしまいました（笑）。

しばらく泡盛のにおいが残り、お客を通すのがはばから

れました。 

田中田中田中田中会員会員会員会員    

私は会社にいて仕事をしていました。会社も自宅も地

震の影響はなかったのですが、驚いたのは帰宅する時に

4 号が渋滞で車が全然動いてないのです。地震の影響は

その後計画停電がありましたね。私の自宅と会社には発

電機が付いているので、外に出た時信号も何もかも消え

ているのに驚きました。電気がないとこんなにもゴースト

タウンになってしまうのかと恐ろしくなりましたね。ロータリ

ーでは IM や杉戸 RC の 40 周年記念式典も中止となり、

活動にも影響の出た 1 年だったと印象に残っています。 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告                                                                                                                        折原幹事折原幹事折原幹事折原幹事 

� 国際ロータリー理事より、2016 年ソウル国際大会日

本人朝食会中止のお知らせが届いております。国際

大会の登録者が多く会場を探すことができなかった

ため中止となったそうです。 

� 第 6 グループ早川ガバナー補佐より、2017-18 年度

ガバナー補佐候補者推薦について、春日部南クラブ

選出で海老原秀典会員の推薦を頂いたと案内が届

いております。 

� 米山部門より、国際大会参加者について、米山ツア

ーで利用するホテル（明洞エリア）航空券に若干の

空きがあるので、これから手配する方がいましたら

ご利用くださいと案内が届いております。 



会員卓話会員卓話会員卓話会員卓話                                                                                                                        栗原会員栗原会員栗原会員栗原会員    

 3 月 11 日の震災の日、私は久喜

駅の電車の中でした。30 分間ドア

が開かず、車両の中は女子高生

ばかりで、必然的に私がリーダーと

なって携帯が繋がらず騒ぎ出す女

子高生を落ち着かせました。実は

私自身も地震が 2 番目に嫌いで（1

番は親父で（笑）、ツイッターとフェイスブックが可能だった

ので、そこで従業員を呼び出し迎えに来てもらいました。 

本日は会員卓話ということですが、3 月は米山月間と

いうことで、米山の話をさせて頂きます。日本のロータリ

ーの父と言われる米山梅吉は、1868年東京で生まれまし

た。20 歳でアメリカへ 8 年間留学しています。渡米中にロ

ータリークラブと出会い、帰国後1920年に東京ロータリー

クラブを設立し初代会長に就任しています。彼は留学中、

アメリカで差別や不条理を経験したことから、日本にいる

留学生を支援する制度を作りました。また、日本は第二

次世界大戦の勃発で、1940年から1949年までロータリー

クラブを脱会しています。日本はなぜこのような戦争に巻

き込まれたのか、それは近隣諸国に日本に味方してくれ

る国がなかったからです。「日本の生きる道は平和しかな

い。それをアジアに、そして世界に理解してもらうために

は、一人でも多くの留学生を迎え入れ、平和を求める日

本人と出会い、信頼関係を築くこと。それこそが、日本の

ロータリーに最もふさわしい国際奉仕事業ではないか」戦

後米山奨学会はこのような思いで活動を続けました。 

あまり知られていませんが、米山奨学生は日本に来て

いる学生であれば、国籍は問いません。来年はアメリカ

人やコロンビア人もいます。第 2770 地区の大学に通う学

生 45 歳未満まで資格があります。現在日本にいる留学

生は 13 万人、そのうち中国人が 8 万 7 千人です。なぜ中

国人ばかりと非難されますが仕方ありませんね。 

米山奨学会は、日本にいる留学生を支援することで、

将来、日本と世界とを

結ぶ「懸け橋」となるこ

とを そして国際社会

で活躍し、ロータリー

運動の良き理解者とな

る人材を育成すること

をこの事業の使命とし

ています。 

会員報告会員報告会員報告会員報告                                                                                                             戸賀崎会員戸賀崎会員戸賀崎会員戸賀崎会員    

青少年交換留学生旅行で、広島か

ら姫路城、奈良、京都と行ってきました。

リサは、お城や仏閣にとても興味があ

るようでもっとゆっくり回りたかったと言

っていました。私もとても楽しい旅行で

した。詳しくは杉戸 RC のフェイスブック

を見てくださいね。リサの写真もたくさん載っています。 

会員報告会員報告会員報告会員報告                                                                                                             関口会員関口会員関口会員関口会員    

さいたま中央RC創立50周年チャリティコンペで折原弥

五郎会員が 4 位入賞致しました。近隣クラブの中では 1

組登録したのはうちだけでしたね。私も直々に参加者を

頼まれましたので大変顔が立ちました。ご苦労様です。 

出席報告出席報告出席報告出席報告                           落合落合落合落合会員会員会員会員    

会員数会員数会員数会員数    出席出席出席出席    欠席欠席欠席欠席    免除免除免除免除    MUMUMUMU    出席率出席率出席率出席率    

41414141    11119999    22222222    0000    11114444    80.4880.4880.4880.48%%%%    

スマイル報告スマイル報告スマイル報告スマイル報告                                                           落合落合落合落合会員会員会員会員    

渋谷渋谷渋谷渋谷会長：会長：会長：会長：    栗原会員すばらしい卓話有難うございました。 

折原幹事折原幹事折原幹事折原幹事：：：：    栗原会員卓話ありがとうございました。 

武井武井武井武井会員会員会員会員：：：：    栗原さん卓話ありがとう。 

下津谷下津谷下津谷下津谷会員会員会員会員：：：：    今朝、来春入社希望者の面接をしました。ガ

ッツのある子が来たのでたのしみです。 

関口関口関口関口会員会員会員会員：：：：    毎日謹慎です。昨日は久しぶりに川口北 RC へ

卓話に行きました。最大 70 名のクラブが現在 21 名で淋し

いかぎりです。 

戸賀崎戸賀崎戸賀崎戸賀崎会員会員会員会員：：：：    3/4～3/6 まで青少年交換で来日している学

生 28 名と学友と広島、奈良、京都へ旅行へ行って来まし

た。強行なスケジュールでしたが日本の文化にふれられ

て楽しい 3 日間でした。 

矢島矢島矢島矢島会員会員会員会員：：：：    明日で 5 年、当日は羽田空港での 1 泊でした。 

栗原栗原栗原栗原会員会員会員会員：：：：    関口さん、お仕事頂きありがとうございます。 

舟越舟越舟越舟越会員会員会員会員：：：：    栗原さん卓話ありがとうございました。大変参

考になりました。 

篠原篠原篠原篠原会員：会員：会員：会員：折原（弥）会員：真中会員：小柳会員：折原（弥）会員：真中会員：小柳会員：折原（弥）会員：真中会員：小柳会員：折原（弥）会員：真中会員：小柳会員：    

馬場会員：細井会員：深瀬会員：加藤会員：馬場会員：細井会員：深瀬会員：加藤会員：馬場会員：細井会員：深瀬会員：加藤会員：馬場会員：細井会員：深瀬会員：加藤会員：田中会員：田中会員：田中会員：田中会員：    

栗原会員卓話ありがとうございます。 

本日のスマイル本日のスマイル本日のスマイル本日のスマイル    

スマイル本日投入額スマイル本日投入額スマイル本日投入額スマイル本日投入額 ２４２４２４２４，０，０，０，０００円００円００円００円 

スマイル累計額スマイル累計額スマイル累計額スマイル累計額 ７０２７０２７０２７０２，０００，０００，０００，０００円円円円 

スマイル目標額スマイル目標額スマイル目標額スマイル目標額    １，２００，０００円１，２００，０００円１，２００，０００円１，２００，０００円    

✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽ 
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