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９月は新世代のための月間
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＊９月の行事予定＊

＊本日のプログラム＊ （9月2日）

第２１２２回例会

会

2日 内部卓話 末宗為十会員
9日 会員増強フォーラム 長浦善德委員長
16日 家族親睦観月例会
18:30～ 安心院葡萄酒工房
23日 休会
30日 内部卓話 藤林鋭司会員

平成２２年

８月２６日

の記録
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それでこそロータリー

 ゲ ス ト

なし

 ビジター

なし

会 長 の 時 間

津々良洋一会長

皆さんこんにちは。第8回目の会長の時間です。

1854年安政南海・東海地震M8.4（92年後）と東海

今日は私の仕事の関係もありますので、地震につ

と南海は同じ時期に地震が発生してきていますが、
1946年南海地震・1944年東南海地震M7.9と、南海

いて話を致します。
我が国は複数の地殻プレート境界に位置し、約

方面では発生していますが、東海では1854年（156

2,000もの活断層を抱え、ほぼ日本全国どこでも常

年間）から大きな地震は起こっておらず、いつ発生

に大地震の脅威にさらされているといえます。現在

してもおかしくない状況とかなり切迫性があります。

東海地震や南海・南南海地震の発生が危惧されてい

地震災害には震度が関係しますが、近年の震度と

ますが、これらの地震発生率は今後30年間で５０～

しては明治24年10月濃尾地震M8（死者7273人）、

８７％と予測されており、過去の地震周期からする

明治29年6月明治三陸沖地震津波M7.2（死者22000

と1498年明応地震M8.4（107年後）1605年慶長地震

人）、大正12年9関東大震災M7.9（死者約105000

M7.9（102年後）1707年宝永地震M8.4（147年後）

人）、昭和に入ってからは、昭和8年3月昭和三陸沖
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地震津波M8.1（死者3064人）、S18.9鳥取地震M7.2

地震に遭遇した場合の行動ですが、

（死者約1083人）、S19.12東南海地震M7.9（死者約

１）大きな揺れは最初の1分間ですので、まず身を

1223人）、S20.1三河地震M6.8（死者2306人）、

守る（転倒家具から離れ、机等の下に身を隠

S21.12南海地震M8.0（死者1443人）、S23.6福井地

す）

震M7.1（死者3769人）、その後死者100人前後の地

２）揺れがおさまったら、出火防止、脱出口の確保

震が１０回あり、そして忘れもしないのが、1995年

（ガスの元栓を閉めコンセントを抜く）初期

（平成７年）1月17日午前5時46分兵庫県南部地震

消火

M7.3（死者行方不明者6437人、負傷者43792人、全

路上の方は、転倒物から離れ、電線電柱に注意

壊104906棟、半壊144274棟）です。

し、頭を保護し、空き地や公園広場に避難す

我々土木業界でも、世界一強度のある土木構造物

る

を自負していましたが、阪神高速のピア（橋脚）の

車を運転中の場合は、徐々にスピードを落とし、

倒壊はショッキングな出来事で、それ以来、耐震基

路側に停車しエンジンを止め情報収集を行う。

準の見直しがされ、特にライフラインである道路の

避難の際はキーをつけたまま、ドアロックもせ

橋梁に関しては道路橋設計基準が平成9年そして平

ず避難（ただし車検書等はもちだす）

成14年と見直されています。それまでの耐震は約
M5程度といわれておりましたが、M7程度にも耐え
る基準、そして橋が落ちないよう落橋防止、そして

３）海岸付近は地震を感じたら直ちに高台に避難し、
津波情報を聞く。
４）地震発生から3･4日間は余震に注意し行動する

揺れても大丈夫なように沓座に免震構造とするなど
方策がとられています。
世界を見ると近年では、2004年スマトラ北部地
震・インド洋大津波M9.0（インドネシア死者22万

幹 事 報 告

幡手一義幹事

１．来信

人以上）2005年ムザファラバード地震M7.6（パキ

1)ガバナー事務所より「2012～13年度ガバナーノ

スタン死者８万人以上）2006年ジョクジャカルタ地

ミニー候補者推薦について」；10/20迄に提出

震M7.2（インドネシア死者5749人）2008年四川地

2)前岡志郎パストガバナーより「ロータリー情報

震M7.9（中国死者69195人）太平洋では2009年サモ
ア諸島沖地震M8.1（サモア死者192人）中南米では
2007年ピスコ地震M7.9（ペルー死者650人以上）
2010年ハイチ地震M7.0（ハイチ死者20万人以上）
と地震災害が発生しています。
地震予防として、地震予測がありますが文部省管

“2012年度RI会長ノミネートについて”」
3)ロータリーカードコーディネーターより「ロー
タリーカード入会のご案内」
２．例会変更
中津RC：①9/15(水)の例会は、同日18:30～「エ
トゥワールダルジャン」に変更；観月例会の

轄の地震調査研究推進本部という組織があり、ここ

為

②9/29(水)の例会は、定款第6条第1節に基

が2006年9月25日発表した30年以内にあう地震被害

づき休会

の確率で、新潟3.2％、富山2.6％、金沢1.0％となっ

中津平成RC：①9/16(木)の例会は、同日18:30～

ており、その発表から半年後の平成19年3月25日に

「グランプラザ中津ホテル」に変更；ロータ

能登半島沖地震M6強、さらに平成19年7月16日に新

リー夜学の為

潟中越沖地震M6強が発生しており、予測の難しさ

条第1節に基づき休会

を露呈しています。
2005年(平成17年)3月20日10時53分には、福岡県
西方沖を震源とするM7.0の地震が発生、福岡県福

３．週報受理
別府RC、別府中央RC、別府北RC、別府東RC
４．理事会報告

岡、佐賀県南部の震度6弱をはじめ九州北部地方の

なし

各地で強い揺れを観測しましたが、こういった例に

５．お知らせ

もあるように起こると言われていなかった場所でも、
いつどこで地震があるか判りませんのでご注意下さ
い。

②9/23(木)の例会は、定款第6

1)本日例会終了後、定例理事会を開催致します。
役員・理事の方はお残りください。
2)出欠の回覧を致します。

①登山同好会 ②ワイン同好会

ところだけを書いていって大まかな原稿にすると、

６．欠席連絡

松原さんがじぶんなりの手直しをしてくれて立派な

石部幸二会員、岩井謙次会員、住本憲彦会員

週報が出来ていました。４年目と５年目は親睦活動

髙橋和治会員、藤本博和会員、山上明宣会員

委員長をしました。その時のメモの中に、どうした

和田久継会員

ら例会出席が満足になるか、会員間や家族間の親睦

７．本日の当番

ができるだろうかということが書いてあります。当

藤林鋭司会員、本庄伸子会員

時は私の所で食事を作ってはいなくて、下の森本さ
んの所で毎週弁当をつくっていました。当時私は
「例会食の４つのテスト」として、例会食は真実か

委 員 会 報 告

どうかということで「真に満足のいく食事か」、み

◎親睦活動委員会

藤本博和委員長

んなに公平かというところで「若者から老輩まで喜

９月１６日に観月例会を開催します。今年は、田

んでいるか」、好意と友情を深めるかというところ

中さんというハーモニカの演奏家がいらっしゃいま

で「同じ器、同じ色彩で好意が持てるか」、皆のた

す。最後にみんなで歌おうということで、「赤とん

めになるかどうかということで「魅力のない食事は

ぼ」「夕焼け小焼け」「ふるさと」の歌詞を少し勉

出席率を低下させる」などと書いています。４年目

強してください。みんなで大合唱をします。

になるとだんだんずうずうしくなってきたなあと思
います。今朝は３時から起きて卓話のために書類を
見ていましたら、こんなことが書いてありました。

内 部 卓 話
「私のロータリー歴」

それから、６年目の１９９６年は、会員増強委員
長をしています。この年は、３０周年記念で磯永パ

河村正一会員

スト会長が会長の時です。７年目は社会奉仕委員長

こんにちは。私が最初に卓話

で、この年初めて理事になりました。この年は入会

をしたのは１９９３年の１月２

者が多く、９４～９５年、９５年～９６年は大体４

８日に「ロータリーに入会する

４～４５名でしたが、９６～９７年は４５名からス

まで」という題から始まって、

タートしまして、９７年１月には５０名、２月には

１９年間で１７回ほどしていま

５１名となりました。私が入会した９１年も５１名

す。私の宝物は、今年で２０冊

で、会員数が多かった年です。このようにして見て

になるこのガバナー公式訪問の資料です。１年間の
データが非常によく載っていますので、なにかにつ
けて利用しています。

いきますと、歴史がよく分かります。
９年目にして、委員長もなにもなし、という１年
がありました。この年は、「面白くなかった」と書

私が平成３年８月２９日に入会しましたときは、

いています。そして、その年は職業奉仕委員会の委

会員数４８名でした。私をロータリークラブに紹介

員をしました。今でしたら、委員会をいくつも兼任

してくれたのは長浦善德会員のお父さんの長浦善弘

するのですが、当時は人数が多かったので一つだけ

さんと是永花屋さんの紹介でした。そして、２年目

でした。

に雑誌会報の委員長をしましたが、その年の１９９

その次の年からは私のロータリー歴でも忙しかっ

２年は山井会員がＳＡＡでした。翌年も雑誌会報委

た時で、副幹事をしました。翌年はクラブ奉仕委員

員長をしましたが、この委員長をしますと、ロータ

長兼、長浦会長年度の副会長兼幹事をしまして、そ

リーのことがよく分かるようになるということでし

の次の年は会長をしました。

た。当時は１週間に１回、松原印刷さんの所に原稿

篠田さん、都留さんが会長をしまして、長浦さん

を作って持っていっていました。例会が終わって、

が会長をしましたが、次の会長がなかなか決まらな

忘れないうちに原稿をおこして２日から３日以内に

かった時です。色々ありましたが、１１年目に私が

持っていきます。土曜日くらいまでに持っていかな

会長をしまして、その後出口さんが会長をしました。

いと松原さんから連絡がありました。１年目は一所

そのころには、スリーピング会員が多く出席率が低

懸命原稿を作るのですが、２年目になりますと主な

かったので、長浦さんと一緒に会員の間を回って話

をし、２０００年の終わりには３８名に減りました。 多分10月5日ではないかと思いますが、皆さん揃っ
私の年度の始まりには、７月に２人やめて３６人か

て全州に行きましょう。ちなみにロータリーの友が

ら始まりました。

一年間に１２冊、１９年間で２２８冊です。これも

長浦会長年度の年の書類から面白いものを見つけ

私のロータリーの宝物となっています。

たので発表します。その年の親睦委員長は末宗会員
ですが、「私はロータリークラブに入会して２年も
経たないのに親睦院長を仰せつかり、その責任の重
さを痛感しております」ということで、この時観月
例会を始めました。「私が未熟なため、ことあるご

ス マ イ ル カ ― ド

藤本博和委員長

津々良洋一会長：あまりに暑いので、前回の暑中見
舞いに続き、残暑御見舞い申し上げます。

とに会員と飲み会をします」ということで、観月例

幡手一義幹事：三女が結婚することになりました。

会、家族親睦例会（臼杵にてふぐの会食）、花見家

河村正一会員：卓話させて戴きます。

族親睦例会、新年親睦例会（別府）などしました。

藤林鋭司会員：昨日、末宗副会長と河村パスト会長

末宗会員、この年の花見例会では何をしたか覚えて
いますか？この年は、かんぽで、フランス料理風懐
石を食べています。
私の年度になりまして、一気に会員数が減りまし
た。その年のクラブ運営方針では「深海の深い海に
潜水した潜水艦は、浮上を忘れたかのように暗い世
の中を進んでいる現在、ロータリークラブも同様で

に大変お世話になりました。
末宗為十会員：中津土木小祝橋梁補工事の完成検査
があり無事終わりました。
河村会員、藤林会員昨日はお世話になりました。
河村会員卓話よろしく。
是永潤一会員：プール利用者が 30％増加しました。
昨年度 24,000 人、今年度 31,000 人です。

あると思います。しかし、夜明けはいつか必ず来る

本庄伸子会員：自分に部屋の温度が37.4度の時があ

と信じ、一年間宇佐ロータリークラブの船長として

ります。クーラーを入れても30度ぐらいです。

皆様方のお力添えをお願い申し上げます」と書いて

慣れると30度でも涼しく感じます。

あります。このときも、例会出席率は悪かったです。 臼杵 確会員：職業奉仕の為早退します。
実際、その数年で１０名以上会員数が減っています。 藤本博和会員：職業奉仕の為早退させて頂きます。
今も少ない状態ですが、４６名といいますと、この
会場が一杯になって賑やかだったです。

ニコニコ累計

１３１，０００円

１２年目になりますと、ロータリー財団の委員長、
１３年目に親睦活動委員長、１４年目は職業奉仕委
員長、１５年目がプログラム委員長で、この年のニ

出 席 報 告

出口幸太郎委員長

第2122回（8月26日）

ュースと致しましては、森田ガバナーがガバナー公
式訪問を分区ごとに行いました。大分第２分区も６

会 員 総 数

クラブを一緒に、いこいの村国東で行いました。１

（内出席免除）

６年目は出席委員長、１７年目にロータリー情報委

出

員長として、今の広瀬会員のように食事の前に3分

（ 内 事 前 MU）

1名

間スピーチを行いました。私の場合はロータリーの

欠

席

数

8名

出

席

率

７０．３７％

文言の説明を１６回しました。自分でも何を話そう
かと調べることで勉強になりました。１８年目は会
員増強、１９年目はまたロータリー情報、そして今
年は２０年目にして初めて国際奉仕委員長ですので
戸惑っています。今年は西全州ロータリークラブに
訪韓する年ですが、２回目、３回目のファックスで
やっと返事をもらいましたが文章がすべて韓国語で

席

28 名
1名

数

19 名

事前メークアップ
新開洋一会員（社会奉仕活動）
欠席者
石部幸二会員、岩井謙次会員、小野田義文会員
髙橋和治会員、中村明美会員、山上明宣会員
米澤哲也会員、和田久継会員

したので、現在藤林会員の知り合いに翻訳していた
だいています。数字で10と5が分かりましたので、

点鐘

発行

平成２２年９月２日

