
■司　　会　ＳＡＡ　二宮麻理子

■開会点鐘　会　長　新川　　尚

■斉　　唱　君が代、奉仕の理想　　　
　　　ＳＬ　北澤　正浩　

■出席報告

■本日の欠席者　　
漆原、松本

■他クラブ出席者　

IM 出席者　　
新川、市川、北澤、増田、斎藤、関口、

二宮 (麻 )、二宮 (登 ) 

後藤 （ワールド大阪ロータリー Eクラブ）

■ゲスト　　
澤木　優輔様（NPO 法人日本防災環境理事）

■３月誕生記念祝　　

２０１６年３月２日 第２２３４回例会　VOL. ４７　No. ３２

– 1 –

田川　富男会員　　　　3.30

市川　慎二会員　　　　3.9

佐藤　利明会員　　　　3.23

■お雛様祝い

           米山奨学生 宋さんと二宮麻理子会員

■会長報告
　皆様こんにちは、まだまだ寒い日が続いて

おります。体調にはくれぐれも気をつけて頂

きたいと思います。

　先週の土曜日（27 日）は新横浜国際ホテル

にて第４・第５グループの IM が開催されまし

た。今年度のテーマは「平和と多様性」で、

開会式に引続き５つのクラブが活動報告を行

いました。当クラブも発表の時間をいただき、

東日本大震災復興支援の活動について報告し

ました。第二部は小泉凡氏による講演「オー

プンマインドを現代に活かす―小泉八雲に学

ぶ―」があり、小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）

「世界へのプレゼントになろう」

2015-16年度 RI会長／Ｋ.Ｒ.“ラビ”ラビンドラン　　RI.D2590ガバナー／箕田　敏彦　　横浜旭RC会長／新川　　尚

Be a gift to the world  

横浜旭ロータリークラブ

修正出席率 　       96％本日の出席率          92％

本日の出席数       23 名会  員  数 　 　 　  32 名
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の知られざる一面のお話で、非常に興味深い

内容でした。長時間に亘る IM でしたが、出席

お疲れ様でした。次年度は IM という形式では

なく、地区全体の行事とする予定であると発

表がありました。そうすると地区大会との差

別化をどうするのか疑問があるところです。

　次週は当クラブからの財団奨学生の朝倉さ

んが例会に来られるとのことです。留学生活

の中間報告ということで、お話を聞くのが楽

しみです。

　次々週は体験例会です。本日、チラシをお

配りさせていただきました。卓話者に相模鉄

道㈱常務取締役の古瀬氏、相鉄ホールディン

グス㈱の長島氏を予定しています。我々の生

活に密着している相鉄線の今後についてお話

しいただきます。関心の高い話題ですので、

友人、知人、ご家族等、多くの方にご参加い

ただきたいと思います。お声がけをお願いし

ます。

■幹事報告
１）第 14 回理事会開催

　本日午後 6時 30 分より クラブ事務所にて

２）３月のロータリーレート

  １ドル＝ 116 円

３）3/16 体験例会参加者の締切は 3/9 の例会

時までとなっております。ご紹介いただける

場合は事務局又は、市川までご連絡下さい。

卓話は相模鉄道の常務取締役古瀬円様です。

■ニコニコ box( 会員敬称略 )

新川　　尚／①澤木さん、お久しぶりです。

卓話と入会、宜しくお願いします。②宋さん、

就職おめでとうございます。

市川　慎二／①誕生祝いを頂き、ありがとう

ございます。②澤木優輔様、本日の卓話宜し

くお願い致します。③宋さんようこそ。

太田　勝典／澤木様、お久しぶりです。卓話

楽しみにしております。

斉藤　善孝／澤木さん、お久しぶりです。お

元気ですか。本日の卓話よろしくお願いしま

す。

安藤　公一／①澤木さん、卓話宜しくお願い

します。②先週末、スーパーラグビーを観戦

して来ました。残念ながらサンウルブスは初

戦を飾れませんでしたが、今後に期待します。

吉原　則光／早くも３月、春も目前に迫って

きました。澤木さん、お久し振りですね。卓

話楽しみです。良い話を聞かせてください。

田川　富男／①誕生祝いを頂きまして、誠に

ありがとうございます。②澤木さん、お久し

ぶりです。卓話宜しくお願い致します。

五十嵐　正／澤木様、本日はお忙しいところ

を有難うございます。卓話よろしくお願いし

ます。

滝澤　　亮／澤木さん、お久しぶりです。卓

話よろしくお願い致します。

北澤　正浩／澤木様、ようこそいらっしゃい

ました。卓話よろしくお願い致します。

秋内　　繁／澤木様、卓話よろしくお願いし

ます。

佐藤　利明／誕生日祝を戴きまして有難うご

ざいます。75 歳、光輝高齢者でありたいと思

います。

■卓話 　地域防災とロータリークラブ　　　

○卓話者紹介　　　　　　　　 　五十嵐　正

　本日は災害対策委員会の担当です。皆様よ

くご存知のことと思いますが、元会員の澤木

優輔様をお招き致しました。

　1957 年横浜市生まれ、防衛大学卒業。航空

自衛隊一等空尉、国会議員秘書、神奈川県議

会議員、都市防災研究所事務局長、地域防災

研究所事務局長など歴任されまして、現在は、

内閣府承認 NPO 法人日本防災環境理事であり

ます。澤木さんの近況報告から、ロータリー

にふさわしい地域防災のあり方についてご助

言を賜りたいともいます。

「地域防災とロータリークラブ」　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 　澤木　優輔

１）台湾

東日本大震災

台湾からの義損金 (2013 年 4月 5日赤十字社 )

最終的には 200 億円以上の金額

・2012 年３月 11 日

　政府追悼式

　台湾代表は各国政府代表の来賓席ではなく

　企業・団体関係者席

・2011 年４月 11 日

　韓・米・中・英・露・仏の新聞に

　首相の感謝広告

・2011 年５月３日

　民間人の呼びかけによる広告



○日本からの修学旅行者数 (千人 ) 

　　　　　 2009 　2012　  2013　  2014 年

台湾　　　  9.9   16.5    20.7     28.3

中国        5.7    2.4     1.7      2.2

韓国       16.1   21.4    12.6      5.7

シンガポール 9.9   19.9    20.9     18.9

マレーシア   8.8   19.7    20.1     19.0
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○友好都市の締結

2012 年　18 都市

2016 年　42 都市　　　

横浜市台北市　2006 年

○関東大震災　1923 年９月１日

　1923 年８月　　　加藤友三郎死去

　1923 年９月２日　山本内閣組閣

　大蔵省、内務省、農商務省、文部省（壊滅）

　警視庁（火災）

２）相互支援 (困った時はお互いさま )

　阪神・淡路大震災後に災害時における相互

　応援協定が各自治体間にて締結

・横浜市　東日本大震災時

　横浜消防

　岩手県花巻市・宮古市・宮城県仙台市

　情報収集、救助活動、

　人命検索、指揮支援

　福島第 1原発、千葉県市原市

　冷却放水

災害派遣医療チーム⇒大船渡市

・９都県市災害時相互応援

　横浜市⇔千葉市　さいたま市

　宇都宮市⇔横浜市

３）災害とロータリークラブ

日本におけるロータリークラブの発足

① 1920 年　東京ロータリークラブ誕生

　当時の日本は、第一次大戦に連合国側とし

て参戦。一時的な景気に沸いたものの、戦後

は恐慌に襲われ、不景気のなかで農民運動や

初のメーデーが行われるなど揺れ動いていた。

　ロータリー精神が容易に受け入れられるよ

うな状況ではなかったが、米山の熱意は少し

も衰えなかった。1920 年１月には福島も帰

国。在日米国人実業家ウオルタージョンスト

ン (W.L.Johnstone) の応援を得て、具体的な

準備作業が進められた。設立準備会を聞いた

のは９月１日である。

　　　　　　（東京ロータリークラブホームページから）

② 1925 年　京都ロータリークラブ誕生

　1923 年 ( 大正 12 年 ) ９月１日に関東大地

震が発生、東京を中心にわが国の首都圏は大

災害をうけた。時の米国大使 SE ウッズはこの
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災害状況を直ちに米国政府に報告。米国政府

は災害発生 60 時間後には米国駆逐艦を東京湾

に派遣し、救助活動に参加させた。米国政府

の迅速かつ適切な救援活動にわが国の多くの

口ータリー会員は深く感銘するとともに、自

らの積極的な奉仕活動を実践するために、そ

れまでの月 1 回の会合から毎水曜日に参集す

ることになった。また、各国口ータリークラ

ブからは多額の災害義援金が寄せられ、これ

を基礎に震災被害者への救援事業が積極的に

行われ、はじめて口ータリー活動が多くの人々

に認識されることとなった。

　　　　　（京都ロータリークラブホームページから）

＊参考資料

　1923 年９月１日に起きた関東大震災は、「東

京全滅」との凶報が海外に伝えられると、ま

もなく各国から救援の手が差し伸べられた。

　国際ロータリーからは、ガイ ガンデーカー

（Guy Gundaker）会長の見舞い電報とともに

25,000 ＄が贈られてきたのをはじめ、シカゴ

から 1,500 ＄、ニューヨーク、サンフランシ

スコから、それぞれ 1,000 ＄など、続々と義

捐金や救援物資が到着。そのクラブ数はアメ

リカ、イギリス、カナダをはじめ 503 クラブ

に及び、RI からの 74,216 円（36,269.82 ＄）

を筆頭に金額は 89,161 円に達した。1970 年

当時の貨幣価値で３億円ほど。

・1925 年５月７日

　イギリス皇太子の京都のロータリー例会

　飛び入り参加話題に。

・旭ロータリークラブの取組

　2015 年６月 13 日

　岩沼ロータリークラブと災害時相互支援協

　定を締結。

　現地視察交流事業

　チャリーティコンサート

　区民まつりでの共同事業

　防災簡易心得帳「てんでんこ」の配布

　災害時

　家屋の整理

　衣料、食料の提供

　会社 BCP

　支援介護士派遣

　行政相談

　補償手続き支援

４）大災害が遣したもの

・東日本大震災　震源地　３つ

　ショックドクトリン

　再生可能エネルギー促進特別措置法

　復興特別区域法 (仙台空港・宮城県漁協 )

　放射線の影響

　広島　長崎　　　　　　

　チェルノブイリ　福島

５）災害とどのように取り組むか

①日常的にこの業務に取り組むとき

　⇒プレーヤー

・会社において危機管理部門をおいて対策を

　とる

・地域に対して防災の相談や支援を行ってい

　る

・個人的に研究、実践する

②何かあったときに行動する

　⇒サポーター

・ボランティア活動

・イベントを開催する

・寄付

　業種においては行政が組織する防災体制の

　一員として機能

○ロータリアンとしての活動

　４つのテスト

○日本人として

　新渡戸稲造　武士道

・義・勇気・慈悲・礼・信用と誠実

・名誉・忠誠・自制

■次週の卓話
3/16 ㈬　体験例会
　「都心直通プロジェクトの概要及び
　  相鉄グループの今後の展開」
古瀬　　円様

（相模鉄道㈱常務取締役プロジェクト推進部長）

長島　弘和様
（相鉄ホールディング㈱経営戦略室ブランド戦略担当部長）　
　　　　　　　　　週報担当　　吉原　則光


