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あなたの住むところ

私たちの世界

そこに住むすべての人々に

1997～98年度

ロータリーの心を
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足立一成君、二村聰君、林哲央君、伊藤健文

君、伊豫田博明君、釜谷健一君、神崎住惠さん、

加藤大豐君、菊池昭元君、小山雅弘君、宮尾

紘司君、水野宏君、水谷祥督君、中井常雄君、

中根三郎君、西川豊長君、鴬谷龍男君、佐久間

良治君、鈴木正男君、鈴木理之君、田部井良和君、

田中昭二君、渡辺辰夫君、山本英次君梅雨間

近になりました。

小杉啓彰君梅雨間近になりました。夫人誕生日祝

い・結婚記念日。
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錫“我等の生業”

囹出席報告

会貝 71(67)名 出席 52名

出府率 77~61％

前々側 5月12日（修正出席率）98.53％

錫ビジター紹介 2塙

圏ゲスト紹介

名古朧市千繩消防署 副署長 西山容弘氏

千櫛区社会福祉協議会事務局長真鍋イll二氏

愛知りi↓千砿際察習 刑事課長伊藤杉一氏

青少年交換学生 アナ・パウラさん

｜ 鈴木(理)幹霊雁訓

1 . 木日例会終了後、現・次年度1II即役員会を開催致

しますので現・次年度理』lﾄ役興の方は、芙蓉の問に

お集まり下さい。

2．次会例会は、新入会員歓迎会で'1急後6時より松楓

間にて開催しますので昼間の例会はございません。

3． 1998～99年度ロータリー手1帳が来ておりますので

お帰りにお持ち~Fさい。

｜真鍋社会福祉協議会事務局長~涙穆司へ

ニコボックス

昨年11月に国会を通りました介稚保険法について福

祉部より少しお話させてlⅡきます．社会柵ll:|"議会は

介誰保険のサービス機関にあたり、在宅介謹を韮に活

動しております。現在ホームヘルパーの数は200名を

こえ平成12年4月の介誰保険法に伴い私共のサービス

機関を通しまして行政の仕事を請け負う形になるかと

思います。65才以上の方を第1保|晩者として保険料を

所得に応じ大体2.500円徴収する4#になり、又高齢者

で年金給付を受けておられる方ですと1It帯お二人

で、月に平均5.000円天引きさせて唄く11l:になります。

40才以上65才未満のサラリーマンの方ですと第2保険

者として医療保険と一緒に特別徴収として納めて頂く

蛎になりますが、 2,500円の|ﾉ､l半額が亦業主に負担と

いう事になります。

今はまだ先の事とお考えになられるかもしれません

が、事業主の方に保険料の半額負担をお願いする時が

来ると思いますので、そうなりましたらご脇ﾉJをお願
い致します。

松居敬二君地区協議会出席者の皆さん、ご苫労様

でした(，

秋山茂則君麻雀会優勝、強いですね！

木原喜造君成田さん､先日は有難うございました。

三好親君地球燃境を守る為、低排ガス電気|とI"III

(プリウス）を1Wf入しました。

水野民也君6月3日から9日迄、中日画廊にて杉
アズマ

戸消さん達と東食出腰。

水野賀縞君久し振りに出席しました。

笹野義春君早退します。

舎人経昭君先日地区協議会に出席させていただき

ました。

和田正敏君貯金箱、忘れました。

山本眞輔君一:年連続、年間総合優勝。すばらしい

会艮賞を蛾きました。麻雀会の皆様ありがとうござい

ました。

吉田節美君親|陸・会場設営の皆様ご苦労様でした。
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|’ 本年度会長テーマ 思いやり '齢浅卿の 本紙は再生紙准使凧しており毒す。



|西山千種消防署副署長挨拶’ 日本海中部地震による津波は、最高でも8メートル、

殆んどが3メートル未満のものでしたが、 100名を超

える犠牲者を生んでしまったのです。青森県の岩木川

でも河口で釣りをしていた6人が津波に襲われ、 3人

が亡くなりました。 この時の津波の高さは信じられな

いことに数十センチだったそうです。

つい先日も沖縄で地震があり、九州に津波警報、中

国・四国・近畿・中部・関東の各太平洋側にも注意報

が出されました。結果は高いところで20センチ、低い

ところは1センチと警戒する側にしてみれば「何だ」

ということになるのでしょうが、青森の3人の犠牲者

はそれを厳しく戒しめていると思います。

備えあれば墓いなし、 もう一度日頃の自省を込めて

咄嵯の際の処置法を検討してみても決しておかしくは

ないと思います。

，こ署c遭‘ごgsc毒c皇Sc豊さce友愛の日,c皇‘ご豊Scござご曾苛cgsc25e‘

今年の2月に続き、又お招き下さいまして有難うご

ざいます。消防というと火事と救急の業務の2つを思

い浮かべられると思いますが、それ以外で消防署が出

動致しました例を少しご紹介させて頂きます。

例えば、 1～2歳の乳児用の小さなイスのすき間に

子供が頭を入れて抜けなくなったので助けてほしいと

か、母親がベランダにいる問に子供が部屋の中からロ

ックをかけてしまい中に入れない（救助出動）である

とか、家族そろって外出中、ふとガスを切ったかどう

か不安になり見て来てほしい（警戒出勤） との要請が

あり、 こういった事にもサイレンを鳴らして出動して

おります。又、少し変わったところでは飼い猫が犬に

追われて木に登ったまま下りられなくなった、ですと

か、壁や小さなすき間にはさまって動けない犬や猫の

救助に対しても市民の方々のSOSと判断して、本来

の業務に支障がない限り対処しております。

簡単ですが、火事、救急以外で出動した-一例をご紹

介させて頂きました。

戸、

麻雀会
〆 、

於：松楓閣 5/22（金）’

RANK NAME MARK

優 勝 秋山茂則 +51,500

2 位 山本眞輔 +25,000

3 位 成田良治 十19,500

B B 松居敬二 -46,700

参加者 9名

1997～98年度麻雀会、取切り戦優勝者は、 2年連

、続で山本眞輔君に決定しました。 ノ
〆

｜松居会長挨拶｜
皆さん、 こんにちは〃

本日は、千種消防署の西山副署長、千種警察署の伊

藤刑事課長、福祉協議会の真鍋事務局長を始め、ビジ

ターの方々と交換学生アナパウラさんをお迎えしての

友愛の日です。

阪神大震災から3年4ヶ月経ち、神戸の街も殆ど復

興されたようですが、相変わらずの仮設住宅住まいの

市民もまだ大勢いるそうです。そんな中で、最近目に

つくのが一部週刊誌による東海地震、富士山噴火とい

う記事です。 もとより 「ありうべからざる事」として

一笑に付すべき内容もありますが、予知連絡会の基準

の引き上げ等、真剣にならざるを得ないものも含まれ

ます。

奇しくも、 15年前の今日、秋田県沖を震源地とする

｢日本海中部地震」が起きました。秋田・むつの震度

5が最高で阪神大震災の震度7にはとうてい及ばない

揺れにも拘わらず死者104名を出す大惨事となりまし

た。原因は津波でした。 7年前の奥尻島を襲った北海

道南西沖地震は、 31メートルという高さをもった津波

を発生させました。 このため島の青苗地区は8割が津

波に流され、 230人が犠牲となったのです。 ところが、

事業所変更のお知らせ

木原喜造君

〒450-0002

中村区名駅4－4－8 中経ビル7F

名鉄観光サービス㈱海外旅行部

TEL582-2102 FAX581-1747

小坂井盛雄君

〒461-0002

束区代官町33-19英和第2ビル内
シ アイ

日本CIコンサルタンツ㈱

TEL932-2721 FAX932-2750
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囮次回例会（6月9日）
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ザ中東ﾃしﾋ廿-ピコ
CW代表TB_052-961-3411

人と自然力豐かに交歓する

竺毒ｱｽﾃｯｸ建築設計研究室
PHONE: (052)222－1630住宅展示場管理 ・運営

中京テレビハウジングプラザ
(大府・神宮・西尾・豊橋南）

国際交流委員会代理店

国内旅行・海外旅行取扱
イベン卜企画 。 運営

業務内容建築設計・監理／街づくりコンサルタント

集合住宅･医療施設･宿泊施設等の企画･開発

名古屋市中区栄1-13-4 みその大林ビル
、 ノ
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