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第1851回2022年(令和4年)5月10B(火）晴

卓話： 『南海トラフの巨大地震に備える』

地区防災対策委員会委員中村公彦様

犀行会長挨拶

皆さん、連休中はいかがお過ごしでし

たでしょうか。本日は、地区防災対策

委員会中村公彦委員をゲストにお

迎えして、後程「南海トラフの巨大地

震に備える」の演題でお話をして頂き

ます。

職鐸

鰯

霊
4月23日(土）・24日(日)に第9回ワールドフードふれ愛

フェスタが栄久屋大逼公園のエンゼル広場、エディオン

久屋広場で開催されました。

24日(日)の10時から11時の間に東名古屋分区のブース

を、河合幹事と私でお手伝いをしてまいりました。

東名古屋分区のブースは､岩手県の物産品を販売しまし

た。当日は、あいにくの雨でしたが多くの方がお見えに

なりました。東名古屋分区ブース担当の名古屋錦

RCの石井弘子さんより名古屋千種RCの会員の

皆様にお礼のメールが届きましたので抜粋をご

紹介いたします。

『WFFでは、東名古屋分区ブースをお助けくださって、

本当にありがとうございました。コロナのため、ブース

に入れる人数が制限されたうえ、県人会には高齢者が多

いのですが、高齢の方は心配でお手伝いいただけず、苦

慮した結果、お祭り直前に直接クラブにお願いのメール

をお送りしました。おかげさまで、2日間でご来場者

88,000人、東名古屋分区ブースは75万円を売り上げま

した。掛け値なしの大成功1です。皆様のご協力に心か

ら感謝いたします。』とのことでした。

◆君が代

◇それでこそロータリー

◇ゲスト紹介 1名

地区防災対策委員会委員中村公彦様

（名古屋名東RC)

●出席報告

正会員 30(26)名出席22名

出席率 84．62％

’ 河合幹事報告

1．本日の配布案内：①次年度同好会のご案内
②□－タリーの反°ガバナー月信5月号

2．エコキャップ回収活動ご協力のお願い（地区学友委

員会依頼）ポリオワクチン代にペットボトルキャッブ

の回収にご協力下さい。エコキャップは6/21までに

例会湯または事務局へお持ち込みお願い致します。

3. 5月□－タリーレート1ドル=130円

4．次週17日は舂季家族会へ例会変更済みですので、次

回例会は24日（火）です。お間違いなくお願いいたし

ます｡また24日例会終了後､理事会を行いますので理

事役員の皆様はご予定ください

◆RID2760ローターアクト第32回地区年次大会報告

ローターアクト委員長重見有美さん
『
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4月23日中電ホールにて

ホストクラブ:名古屋熱田ローター

アクトクラブの地区年次大会に参

加いたしました。

受付、アテンド、司会者、代表挨拶

など、若い力と発想力。そして、何
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識蕊
世界の子供と地球の未来を創ります。

よりも緊張と達成感に満ち溢れた会でした。

今回のテーマは「鑿TSUNAGU」

そのテーマ通り、コロナ禍で中止や延期になったイベン

トを諦めるのでな<ZoomKbSNS、紙媒体で発信し

’恭綴催瘤謹識感彼堀IL電請ります。
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続け、人と人を繋ぎ、コミュニケーションを図り、会員

数も伸ばしていったそうです。

各クラブ活動報告では9クラブの代表者が映像と共に

紹介されました。

里山の動植物の生活の場を再生する活動や､SDGsを知

る・体験や大型スーパー前で献血の呼びかけ、登山しな

がら清掃、防災ウォーキング、手話、病気とたたかって

いる方の卓話、生活が困窮している学生さんへ日用品配

布、園児を対象にした職業体験などの活動報告でした。

報告後は､特に感銘を受けたクラブを投票するのです

が､その投票方法がスクリーンにQRコードが映しださ

れ、自分達の手元の携帯電話で投票できるのです。ペー

パーレスで、コンピューターで集計も早く、コロナ対策

にもなり画期的でした。

最後が、報告の中で紹介された「ILOVEYOU」の手

話で記念撮影を行い皆さんとの「繋がり」を実感した地

区年次大会でした。

1卓話 ｢南海トラフの巨大地震に備える」
一

地区防災対策委員会中村公彦様

（名古屋名東RC所属）

本日は地区防災対策委員会への卓話

依頼を頂き、有難うございました。

足立一郎会長はじめ、名古屋千種□

－タリークラブの皆様がお見えの

宙圭

中、少々緊張しております。

今回は防災対策委員会って何？と言われると思いお邪

魔する機会を作りご説明することが本目的です。

1)2017-18年度神野菫行当時ガバナー年度で愛知県

防災部と2760地区が相互協力に閏する協定を締

結。

2)2020-21年度地区に防災対策委員会発足(準備活動

時間）

3)2021-22年度各分区から前年度の分区幹事を対象

に8メンバーで委員を構成。地区への周知活動に入

る。

又、本日は南海トラフの巨大地震が来た時に考えるの

でなく防災という観点より「自助・共助・公助」で、決

して国や市町村がすべて守ってくれるわけでなく、会

社、家庭の単位で「減災」出来ることを考えなくてはい

けない時代です。

それには過去の歴史を学び現在を鑑み将来を予測す

る必要があります。

地球の構造からくる地殻（地球の表層）は複数のプレー

トならなります。

それが移動し､海溝部にもぐりこんだ歪が戻ることがま

さに地震であります。

日本は地震王国である？地震のみでは災害は避けら

れない（液状化現象、地盤陥没、ライフラインのストッ

プ、火災、津波、建物の倒壊、情報の寸断）

●国際奉仕キャンヘルブタイランド「海ツアー」報告

国際奉仕委員長松岡多加倫君

先月､NPO法人キャンヘルブタイランド理事坂茂樹氏

が卓話で例会にお越しいただいた際、皆様より山岳少数

民族支援募金にご協力いただき、誠にありがとうござい

ました。その子供たちを連れての「海ツアー」の報告書

をお配りしておりますのでお目通しください。
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その時どうするか
稗

地震に備える＝先ず命を守る(建物の倒壊リ
スクの診断･家具や備品の固定･非常用持ち
出し品の準備）

津波に備える＝避難場所･避難経路の確認・
代替避難場所の確認

最初に行動する･声を上げる．避難する.誘導
する人になれること(皆立ちすくんでなかなか
動こうとしません）

火災に備える(火元の処理･電源の遮断）

．…タイ時間の朝6時､辺りが白み始めたので外を見てみ

ると､もうとっくに子ども達は海辺の護岸に座っていました。

興奮して眠れなかったのではないでしょうか｡チェンマイの

山奥から一晩移動して海まで来て､初めて観るこの景色を

子ども達がどう感じているのか､心の中を覗いてみたいも

のですが､それを聞けるだけのタイ語力もないし､話しかけ

るのも気が引けるほど子ども達の目はまつすぐに海を観て

いました｡暗い海に時折月明りで白く光る波と波の音の世

界から､徐々に明るくなり海面の無限の広がりを感じられ

るようになった頃､目の前に真っ赤な光が浮かび上がる光

景｡僕が初めて海を観た時のことをもう思い出せませんが

すでに幾度となく見ているこの光景をみて僕でも心揺さぶ

られずにはいられないのに､初めて見る子ども達にとっては

どのくらいの影響力があるのだろうと思ってしまいます。

｡…縁きな報告書を二こ蚤<定説'。

【 ノ

その対策として、自宅は倒壊を避けて耐震診断。家具

などの固定を図る。

生活必需品など災害対策に備える。家族で避難場所の周

知と伝言ダイヤルの確認。

まずは生命維持の確認。その次がライフスタイルの確

認。

意外と忘れるもの（メガネ、常備薬・ ・。）は予備を用

意しておく。

地震は正しく恐れてください。この機会が皆様にとって

良い機会でありますことをご祈念申し上げます。



身近のことから始め地震が来てから考えるのでなく来

るべき備えをし､行動を起こして減災意識しておいてく

ださい。

★ご案内

2022年国際大会につきまして､バーチャル形式での参

加ができるとのご案内が届きましたので､ご紹介いたし
ます｡是非ご登録をよろしくお願いいたします。〆 、

具体的な提案です

・家具の固定(先ずは市販の固定金具で）

・ハザードマップの入手と避難経路の確認(各

自治体が発行しています｡是非手に入れて
経路を歩いてみて下さい）

・地震防災ハンドブック(持ち歩き用･常時携帯
して活用して下さい）

・171伝言ダイヤル(スマホ･携帯が繋がらない

、 時、日頃から家族と共有しておきましょう）

Ｆ

母

ａ

ノ

国際大会に足を運べない方も､バーチャル形式でご参加

いただけます。

5月5日～10日の間は50米ドルでご登録いただけます。

5月11日午前0時～8月31日(シカゴ時間)までは､75ド
ルとなります｡(登録料は米ドルのみで請求）

毎日､本会議をご視聴ください｡本会議では､タイム誌が

選ぶキッド･オブ･ザ･イヤーであり､著者かつKindness

Activistのオリオン･ジーン氏や著者のアレックス･モント

ヤ氏をはじめ､一流ゲストの講演をお聞きください。

さらに､さまざまな分科会もお楽しみいただけます。

convention.rotary.orgから詳細をご覧ください。

セッションは､プログラムの開始30分前から終了まで､ラ

イブストリーミングされます｡ライブストリーミングされたコン

テンツは､ライブイベント終了後､できるだけ早くオンデマン

ドで提供されます｡オンデマンドのコンテンツは､2022年8

月31日までご覧いただけます｡ライブストリーミングのコン

テンツは､直接対面式のイベントで提供されている言語で

ご視聴いただけます。

2022年ロータリー国際大会にバーチャルで参加して、

ご自宅からロータリー年度最大のイベントをお楽しみく

ださい。

ブ2ﾗｯﾄｽｫｰﾑ対応言語:英語スペイン語ﾌﾗﾝｼ<語

'ﾌfﾙﾊｶ;"語耳汰語;鰯国語

留意事項:以下の時間はすべて米国中部時間(シカゴ時間）

です｡日本時間はこれより14時間進んでいることにご留

意ください。
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＜同好会報告＞

◇季楽会 5月9日(月)19:00

LeCiel

蔭 緊急事態宣言､まん防等で

度々延期となりましたが､こ

の度､第2回季楽会を開催

することが出来ました。

会員｡ご夫人合わせ17名の

ご参加､ありがとうございま
した。I

くバーチャルプログラム＞

6月4日(土）

･バーチャル友愛の家
6月5日（日）

･バーチャル友愛の家

･開会本会議:10:00-12:00

6月6日（月）

･バーチャル友愛の家

･第2回本会議:10:00-12:00

．分科会：

Fami!ies,Career,andRotary:

AWinningCombination(家族､仕事､そしてロータリー：

勝利の組み合わせ):13:00-14:00

（発表は英語で行われ､ポルトガル語の同時通訳）



｜

’ ’FreedomFromMalaria:CreatingHealthCare

Equity(マラリアから自由になる:ヘルスケアの公平さを生み

出す):13:00－14:00

（発表は英語で行われ､フランス語の同時通訳）

Bul1dingBridgesandCombatingToxic

Po1arization(架け橋を築き､有害な分極化に立ち向か

3): 14:30-15:30

（発表は英語で行われフランス語の同時通訳）

Diversity,Equity,andlnc1usioninRotary
（ロータリーにおける多様性､公平さ､インクルージョン)：

14:30－15:30

（発表は英語で行われポルトガル語同時通訳）

OrganizeaLocalAddictionPrevention

Activity(地元での中毒予防活動を計画する):

16:00-17:00

（発表は英語で行われ､ポルトガル語の同時通訳）

･ロータリー財団ドナーサミット:世界でよいことをしよう：
13:00-15:00

6月7日（火）

･バーチャル友愛の家

･第3回本会議:10:00-12:00

．分科会：

EmpoweringGirls:ProjectSuccessStories

（女児のエンパワメント:プロジェクトの成功談):13:00-

14:00 (発表は英語で行われ､フランス語の同時通訳）

RotaractorsandRotariansTogetherMake

anlmpact(□－ターアクターとロータリアンが共にインパク

トをもたらす):13:00-14:00

（発表は英語で行われ､ポルトガル語と日本語の同時通訳）

BuildingRotary'sFutureThroughYouth

Programs(青少年プログラムを通じてロータリーの未来を

築<) :14:30-15:30(発表は英語で行われ､ポルトガル

語､スペイン語､韓国語の同時通訳）

Rotary'sActionPlanfortheFuture(未来のた

めのロータリー行動計画):14:30－15:30

（発表は英語で行われ､フランス語の同時通訳）

6月8日（水）

･バーチャル友愛の家

･分科会：
IncreasingOurlmpactThroughEngagement

（参加を通じてより大きなインパクトをもたらす)：

9:00-10:00

（発表は英語で行われ､スペイン語とフランス語の同時通訳）

HANWASH:TransformativeChangeand

SustainablelmpactinWASHinHaiti

(HANWASH:ハイチでのWASHにおける変革と持続可能な

インパクト): 10:30-11:30

（発表は英語で行われ､スペイン語とフランス語の同時通訳）

EliminatingRoadb[ockstoDiversifyingYour

Club(クラブ多様化のための障害を取り除<) :
11:00-12:00

（発表は英語で行われ､日本語とポルトガル語の同時通訳）

･閉会本会議:15:00-17:00

皇動ポ叩句ズ●･●｡●●●●●●●●●の●●●●●◆① 毎■ ■の●由 ■ 弓守■●

【5月10日】

中村公彦様(名東RC)/本日は卓話にお邪魔しま

した。よろしくお願いします。

足立一郎／本日はゲストに地区防災対策委員会委

員中村公彦様、ようこそお出で下さいました。

後ほど卓話をよろしくお願いいたします。

小林英毅／本日は囲碁会です。久しぶりに鍋野さ

んにお会いできるかもしれません。

松岡多加倫／先日の八神純子さんのコンサートは

素晴らしいものでした。昨日の季楽会のルシェルの

料理も素晴らしいものでした。やっぱり□－タリー

クラブは素晴らしいです。近いうちに新しい仲間も

増えそうな予感がします。

朝倉寿宜 福井浩道 長谷川亨

池森由幸 伊藤健文 加藤重雄

河合隆史 柵木充明 宮尾紘司

太田和孝 大谷 恩 笹野義春

重見有美 谷口 優 東原相次郎

舎人経昭 山村雅美

21件|合計76,000円｜

【4月19日】

足立一郎／本日はゲストに、米山奨学生ウンドリナ

さん、ようこそお出でくださいました。

福井浩道／今から東京で展示会出張のため2年ぶり

に上京します。

小山雅弘／半年間、山の家へ行って来ます。信ﾘ11'lへ

お出かけの折はぜひお立ち寄りください。

会員誕生日お祝い

松岡多加倫／小山さんから引き継いだ桑名のはま

ぐり料亭「日の出」の予約を5月22日（日）に取って

います。24名のお部屋をキープしていますので皆さ

まこぞって,ご参加ください。

長谷川亨 会員誕生日お祝い

鈴木聖三 会員誕生日・結婚記念日お祝い

朝倉寿宜 長谷川亨 林 永芳

池森由幸 伊藤健文 樫尾富二

河合隆史 宮尾紘司 太田和孝

大谷 恩 笹野義春 重見有美

谷口 優 東原相次郎 舎人経昭

山村雅美 吉田 玄

22件|合計101 ,000円｜

【4月14日】

松岡多加倫／春がきたと思ったら、夏がもう来てし

まったかのような暑さです｡志摩の沖ではキハダマグ

ロが釣れ始め､すでに真夏のようなにきわいを見せて

います。早く行かねば！

宮尾紘司／親睦委員の皆さん有難う。千種RCがお
世話になって40年。お世話になりました｡早い再生を

祈ります。邸さん、今日の4時の飛行機で太原に向け

て成田を出発しました。無事つくことを祈ります。

加藤重雄 ご夫人誕生日・結婚記念日お祝い

足立一郎 朝倉寿宜 福井浩道

長谷川亨 林 永芳 池森由幸

河合隆史 小山雅弘 柵木充明

太田和孝 大谷 恩 重見有美

鈴木聖三 舎人経昭 吉田 玄

18件|合計84,000円｜
ﾛ■●■●●■●■ ●■●●●●●阜凸●●●●串●●■早 ●●■●●■●■●● ■ ●●●■●●●●●●●●●■■●■●●●■G●●●■●●●｡●●●●

詳しくは､MyRotaryヒューストン国際大会のページより
ご確認ください

次回例会: 2022年5月31B(火) 12:30 名古屋東急ホテル3階錦の間

友雲垂0コ曰


