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９月５日

第3636回例会

ゲ スト 卓 話「 南 海ト ラ フ 地 震 を ど う見 る 」

◦ロータリーソング◦
ソングリーダー
川辺 哲君

◦会

長

挨

拶◦

会長 望月 啓行君
皆さんこんにちは。本日は後ほど静岡新聞の鈴
木様のほうから、非常に気になる南海トラフ
について お話がありますが、防災の日ですの

◦ゲ ス ト 紹 介◦

で「ロータリーと災害支援」というタイトル

静岡大学教育学部附属特別支援学校ＰＴＡ会長

で今日はお話しさせていただきたいと思いま

石田 純子様

す。防災の日は、災害時のシミュレーションを

９月２３日開催予定「ＰＴＡ秋祭り」のご紹介

して知識を深めて避難訓練を行い心構えを再確
認するという日だと思います。さてロータリー

クラブは奉仕の団体であります。そして災害発

日本大震災発生時を見てみたいと思います。こ

生時は最も助けが必要な時になりますがロータ

の時は全国各地の様々なロータリークラブが奉

リークラブは、そのような時にどのような支

仕活動をやっていますが、静岡ロータリークラ

援ができるのか、少し見ていきたいと思いま

ブも素晴らしい活動を行いました。まず川勝知

す。さて、通常ロータリークラブは前年度に事

事が視察に行く時、志田さんが情報を聞き入れ

業を組み立てて行うというのが基本的なシステ

佐藤長巳さんと谷本さんが３月２６日現地に飛

ムです。地区補助金にしても、前年度の５月ま

んで、ＮＰＯ・大船渡ロータリークラブと連携

でに事業を組み立てて実行は７月以降、グロー

し、
活動をすぐに開始しました。そして静岡ロー

バル補助金も半年ぐらい実行に時間がかかりま

タリークラブは独自で調査を行い、保冷車が必

す。ということは、ロータリークラブは緊急支

要ということで、トヨタさんと志田さんから保

援ができないのか？しかし緊急支援災害発生時

冷車を贈呈しました。この時は伴野さんが会長

にロータリーは行動を起こしているという所を

でした。静岡の夜店市でも被災地の商品を売ろ

本日は見ていきたいと思います。まず関東大震

うということで、物販も行いいろんな形で支援

災、１９２３年に発生しましたが、海外のロー

をしました。静岡ロータリーの先輩方の機動力

タリーから３億円近く送られました。これで東

はクラブの歴史の中でも誇るべきものではない

京ロータリーは東京の孤児院を作ったり、備品

かと思っております。 実は２０１９年にロー

を贈呈したり。殉職警察官遺族への援助とかも

タリー財団も災害支援をより速やかにするため

行ったというようなことです。また１９９５年

「ロータリー災害支援基金」を立ち上げました。

阪神淡路大震災の時はいち早くロータリークラ

このお金は今はウクライナ支援にも使われてい

ブはローターアクトと一緒になり復旧支援活動

ます。
すこし余談になりますが、
いま日本のロー

を開始しました。そして３５００万の寄付が集

タリーでは１６地区が協力してウクライナで大

まり震災孤児の子供たちのためのロータリー子

きな支援プロジェクトに取り組んでいます。こ

どもの家や、留学生が路頭に迷った時のフレン

れは戦争で破壊された街を、まずはシェルター

ドシップハウス等を作りました。自然災害が

を作り、そして新しい街に作り替えるというも

発生した時にはロータリーは非常に機動力が

のです。いままで見てきたように、通常のロー

あり活動しているのです。さて、それではう

タリーの地域への奉仕は。事前準備に時間をか

ちの２６２０地区の例を見てみましょう。昨

けてニーズの把握や持続可能性を調査して、よ

年、うちの地区で発生した熱海土砂災害。これ

い奉仕事業にしますが、緊急時は各地区クラブ

に対しては、ＳＢＳのテレビから見ていただ

が独自で企画してスピード感をもって対応して

きたいのですが、全体のロータリークラブか

います。私が考えるに 緊急災害時にこそロー

ら６１００万円の多額の寄付があつまりまし

タリーの「フェローシップ」そして普段培って

た。グローバル補助金や地区補助金で緊急支援

いる「奉仕力」
「組織力」が最大限に発揮され

は使いづらいと話をしましたが、こういう災害

ロータリーの奉仕活動が行われると思っており

の時にこそロータリークラブは行動を起こして

ます。これからも災害は起こると思います。そ

いるというようなことがわかると思います。さ

の時、まずは自分を守る事が第一ですが、ロー

て、最後に２０１１年３月１１日に発生した東

タリーとしても人々に奉仕し助けるさまざまな

活動を行っていきたいということを感じたとこ
◦委 員 会 報 告◦

ろです。今日のお話は以上とさせていただきま
す。ありがとうございました。
９⽉1⽇

親睦委員会 同好会小委員会 委員長

「災害発⽣時は、最も多くの助けが
必要になるが、、、」

防災の⽇
「災害時のシュミレーション」
・⾃然災害等に対する知識を深める
・避難訓練等を⾏う
・災害発⽣時の⼼構えを再確認する

ロータリーの奉仕プロジェクトのサイクル
ＲＬＩ等ではロータリークラブの事業組立サイクルの問題が指摘
地区補助金

前年度の
5⽉締切

翌年度の
7⽉以降

最低2ヶ⽉
以上必要

グローバル
補助金

ＭＯＵ締結や審
査に時間が必要

申請から
半年以上かかる

最低半年
以上必要

災害⽀援等、緊急な援助が必要な場合
ロータリーの奉仕の源泉である
補助⾦システムが使いづらい

関東⼤震災とＲＩの救援活動
１９２３年９⽉１⽇関東⼤震災で
「東京全滅」との凶報が海外に伝えられると、
ガイ＝ガンデーガー会⻑の⾒舞い電報の他
世界のクラブから合計３億円
（現在の貨幣価値）東京ＲＣへ送られた。

八木 義仁君
第一回静岡ＲＣ親睦ゴルフコ

「奉仕」の団体
ロータリークラブとして
どのように支援が
できるようになっているか？

ンペ開催のお知らせ
日時：１０月２日（日）

災害発⽣時には
「従来のプロジェクトサイクル」を使わず
各地区各クラブの
ネットワークを通じ
様々な⽀援活動が⾏われている

阪神淡路⼤震災復旧復興⽀援

８時２４分～
場所：
「グランフィールズカントリークラブ」
住所 〒４１１－００００
静岡県三島市五輪４７１６

1995年1⽉17⽇午前5時46分
阪神淡路⼤震災が発⽣（Ｍ7.2）
150万都市神⼾は壊滅状態した
各クラブや各RACはいち早く
ボランティアや募⾦活動等
独⾃の復旧⽀援活動を開始。
約3500万円の善意の寄付が寄せられた。
RACは3か⽉にわたりボランティア活動を⾏い、
また被災遺児の⾥親クラブ制度や留学⽣施設を設けた。
（ロータリー⼦どもの家・フレンドシップハウス）

・東京市の孤児院の敷地内に、別棟「ロータリーの家」を新築・寄贈
・東京、横浜の消失⼩学校１８８校への備品送呈
・失産科医療病院への寄付
・殉職警察官遺族への援助など
これらは被災者救援と震災復興の⼀助となった。

電話 ０５５－９７６－３１１１

「2660地区⼤阪ロータリークラブの100周年」より

静岡ＲＣ同好会の輪を広げる取組について

「東京ロータリークラブのＨＰより」

２０２１年
私たちの地区で大きな
自然災害が起こった

第一回同好会アンケートの結果と第二回同好会

熱海土砂災害

小委員会アンケート提出のお願い

２０２１年７月３日発生

２６２０地区での支援

雑誌委員会 委員長 粉川 翔太朗君

静岡ロータリークラブの
災害支援活動
2011/3/26 東⽇本⼤震災川勝知事視察同⾏

東日本大震災

ロータリーの友９月号の記事

⼤船渡RCと連携。ＮＰＯ寺井さんと協働

２０１１年３月１１日発生

6/25 ２トン⾞はトヨタから市内６RC共同事業とした。

紹介

寄贈した保冷⾞ 志⽥さんから

【ロータリー災害救援基金】 ロータリー財団

被災者向けの給⾷事業を保冷⾞を寄贈して⽀援

呉服町の夜店市で復興⽀援の為に物販

福島を盛り上げるためにイベントに静岡RACとスン
プレンジャーが出動

静岡RACはフリースタイルバスケットボールとフ
リースタイルボールリフティング

モシチュン –復興プロジェクト

- 世界中のロータリークラブがウクライナ
政府と共同し、破壊されたモシチュン村
を再建する
- モシチュン - 幸福で独⽴した近代的ウクラ
イナの象徴とする。

2019年4⽉1⽇「ロータリー災害救援基⾦」が設置。
⾃然災害により被災した地域における救援
および復興活動を⽀援。
補助⾦の資⾦は、⽔や⾷料、医薬品、
⾐服といった基本品⽬の提供のために
使⽤することが認められる。
（２５０００ドル上限）

仮設住宅 – 約300軒のモジュラー住宅:
- モジュラー住宅1軒とその設置、家電製品、家具
（冷蔵庫、空調機、ヒーター、テーブル、ベッド等）に
かかる費⽤ – $ 12,365 USD

第⼆段階 – 完全復興

1.コンセプト:
世界的に有名な建築家と共同し、モシ
チュンの地を未来の象徴とする
★⽇本の１６地区が参加

ロータリーにおける取組の違い

「防災」に関して

通常の地域への
奉仕

事前に時間をかけて
準備

予定に合わせて
実⾏

・ひとり⼀⼈の備えの再認識

災害時の
緊急支援

各地区・各クラブが
独⾃で企画

スピード感をもっ
て実⾏

・ロータリークラブとしての準備

緊急災害時こそ、ロータリーのフェローシップのもと
普段のロータリーの「奉仕力」
そしてロータリーの「組織力」を
最大限にスピード感をもって実行する機会

◦幹

第⼀段階 – モジュラー住宅

・団体の活動として過去を知り
これからの⽀援体制を考える

事

報

告◦

幹事 藤田 博久君
９月１１日（日） 合同奉仕例会ご案内
９時００分～１１時００分
９月１２日（月）
、１９日（祝） 休例会
９月２６日（月） 地区大会実行委員会
場所：浮月桜 日時：１７時００分～
９月２６日（月） 夜間例会 観月会
場所：浮月桜 日時：１８時００～２０時００分
◦お め で と う◦
【結婚記念日】
●月●●日

川池朗さん・恵子さん

ブル、１８番 加藤さんテーブル、１９番 森田

【誕生祝い】
●月●●日 栁田一男さん

さんテーブル（計４テーブル）

●月●●日 植松昌美さん
◦出
◦ス

マ

イ

ル◦

石川 雅章君
先週の例会では新しい取り組みにご協力頂きあ
りがとうございました。会員増強を盛り上げて
いきますのでよろしくお願いします。

例会日

席

報

告◦

全会員数

出 席
会員数

109（108）

現地 76 名
Zoom 1名

（出席計算人数）

欠 席 暫 定
会員数 出席率

77 名

9/5

32 名

71.29 ％

欠席した方は年度内にメイクアップしましょう！
なお、国際ロータリー理事会の決定事項に則り、それに

松﨑 至宏君

変更が無い場合は全会員出席扱いとします。

誕生日のお祝い有難うございました。●●歳を
迎え、まずまず元気で出席でき、皆さまとご一
緒できることを感謝します。

◦ゲ ス ト 卓 話◦
静岡新聞社編集局社会部長 鈴木 誠之様
『南海トラフ地震をどう見る』

山元 雍久君

４０年以上前から言われてい

誕生祝いありがとうございました。

る東海地震は、いつ発生して
もおかしくない状況に変化は

栁田 一男君

ない。２０１１年に起こった

●月●●日に、●●歳の誕生日を迎えました。

東日本大震災発生当時の静岡新聞の一面記事を

これからも、感謝の気持ちを忘れず、素直な心

もとに説明がありました。また東日本大震災発

を持って快活に！一日一日を過ごして参りたい

生から四日目に現地入りした際の体験談を語っ

と思います。

ていただきました。静岡では南海トラフ地震が
発生した時、緊急地震速報が役に立つと意外に

植松 昌美君

知られておらず、地震発生後１３秒後に緊急地

お誕生日のお祝いありがとうございます。ドラ

震速報が鳴り、速報がでたあと地震波が静岡に

えもんのハンカチ、ドラえもんのケーキ、ドラ

大きな揺れが来るまでに２０秒から４０秒あ

えもんのバスタオル。なんと●月●日は「ドラ

る。
「Ｈａｐｐｙ ｂｉｒｔｈｄａｙ ｔｏ ｙｏｕ

えもんの誕生日」で同じなのです。

」という曲は２曲で３０秒、日頃から是非３０
秒で何が出来るかを防災対策で考えてもらいた

川池 朗君
結婚記念日のお花ありがとうございました。●
●回目の記念日でした。
〇満席スマイル
５番 横山さんテーブル、１７番 牧田さんテー

いと語った。以上。

