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下館ロータリークラブ会報
ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT2820

筑西市の花　春の花　なしのはな

筑西市は日本で最も古い梨の産地のひとつ。
県の銘柄産地に指定される国内有数の産地
です。梨の白い花は、清楚で気品が漂い優
しさが感じられます。市の繁栄のシンボル
としてふさわしい花です。

筑西市の花　秋の花　コスモス

可憐でありながら、倒れても立ち上がる力
強さを持つ花です。『宇宙』という意味が
あり、市の将来性と可能性を象徴していま
す。また『調和』の意味もあり、４市町合
併で誕生した筑西市をイメージできます。

筑西市の鳥　つばめ

田植え期の田園を飛び交い、躍動感を感じ
させるその姿は、筑西市の将来像にふさわ
しい鳥です。益鳥であり、幸せを呼ぶとい
われています。軒先に巣を作る姿をよく見
かけ、親近感を感じる鳥でもあります。

筑西市の木　さくら

市内の全域に数多くの品種が植栽されており、名所も多く、広く市民
に親しまれています。
春、咲き誇る姿は美しく、存在感があり、また優しさも感じられます。

　　　　　　　
　　　　　 外部卓話
茨城県西部メディカルセンター
水谷太郎理事長・梶井英治病院長

　　　　　　　
年次総会・外部卓話
ボーイスカウト・ガールスカウト

発行日：平成 30年 12月 5日　第 02496号



『 仲良く　元気で　広げよう奉仕の輪 』　2018－19年度 下館ロータリークラブテーマ

　　　　平成30年12月９日（日）

　　　　（成田空港19：55到着後解散）３泊４日

　　　　成田空港までは各自自家用車にて乗り

　　　　合わせ予定

行　先　フィリピン　マニラ

行　程　12月６日 ９：20 成田空港発JAL741便

　　　　13：25 マニラ着

　　　　ホテル Pan Pacific Manila チェックイン

　　　　夕方リメディオスRCによるウエルカムディナー

　　　　12月７日９：00ペンシルプロジェクト実施

　　　　12月８日午前ゴルフ又は市内観光

　　　　　　　 夕方メトロポリタンサンライズRC

　　　　　　　　 と懇親会

　　　　12月９日 14：35 マニラ発JAL742便

　　　　　　　　  19：45 成田空港着　　

○The rotarian が届きました。

ご 挨 拶   山 崎 清 司 パストガバナー

　皆さん、こんにちは。古河東の山崎でござい

ます。久し振りに下館に参りました。私が地区

の国際奉仕をやっていたときに新井さんに青少

年奉仕の地区委員をお願いしたのがご縁で、

2004年にネパールへ同行させてもらい、その

後も完成した講堂の引渡し式に、また2010年

と 2015年と４度もご一緒させて頂きました。

そんな理由で、地区の中でも特に親しみのある

クラブです。

田口精二国際奉仕委員長
　今年度、古河東クラブの国際奉仕委員長の田
口と副委員長の須永です。
　下館さんが来月ネパールへ行くとのことなの
で、お荷物になりますが、ネパールへ届けて頂
きたく、本日血糖値検査セット1000人分を持
参致しました。何卒、宜しくお願い致します。
また旅の御無事を祈念しております。

前例会報告     第2857回   2018/11/28（水）

お　客　様　ようこそ下館ＲＣへ

近 藤 勝 典 消防司令 様

山 崎 清 司 パストガバナー（古河東 RC）

田 口 精 二 国際奉仕委員長（古河東 RC）

須 永 恵 子 国際奉仕副委員長（古河東RC）

会 長 挨 拶 　   永 井 啓 一 会長

　本日は、古河東RCから山崎清司RG、田口精

二国際奉仕委員長、須永恵子国際奉仕副委員長

の３名が、ネパールへ支援ということで血糖値

検査セット 1,000人分を下館RC 経由でカスタ

マンダップRCへ寄付して頂けるとのことでお

見えになっています。感謝申し上げます。もう

おひと方は、筑西市消防司令 近藤勝典様です。

本日の卓話をお願い申し上げています。

　さて、当クラブは12月17日（月）日立ロータ

リークラブの皆様とネパールの防災教育の支援

を行うことで、新井和雄副会長、潮田幹事、宮

田会員と日立RCの方とネパールへ出発します。

防災教育ができる人を育成して、子供達等へ防

災教育を行い、ひとりでも多くの人を自然災害

から守るということを目的としております。

　本年は、水害、台風、地震等人知を超えた自

然災害が発生しております。７月に発生した水

害では、友好都市高梁市にいち早く給水車、支

援物資等を危険な状況であるにもかかわらず、

届けた消防署の皆様には頭が下がる思いです。

市民生活の安全を守る消防司令様はじめ消防署

の皆様に感謝申し上げ挨拶とさせて頂きます。

本日の卓話、宜しくお願い致します。

幹 事 報 告 　      潮 田 武 彦 幹事

○水戸RC、水戸西RC、下妻RC より会報が届

きました。

○しもだて紫水RC より、この指とまれのお礼

状とフィリピンへのペンシルプロジェクトの

お誘いが届きました。

『ペンシルプロジェクト』

日　時　平成30年12月６日（木）

　　　　　　（成田空港７：00 集合）～



『 ロータリーの心と力を地域社会へ 』　 2018－19年度 国際ロータリー第2820地区テーマ

72 時間

・災害における人命救助に関する用語

　　災害発生から72時間経過すると生存率が

　　低下すると言われている。

言い換えれば・・・

72時間は自分の力で生き延びなければ・・・

・物流等が被災地に届くようになる

熊本地震の被害状況（平成28年４月14日）

死者 228名　負傷者 2,753名  関連死 175名

平成28年熊本地震における消防団の活動

・熊本県延べ活動人員　約 59,000名

・災害直後の活動

 ・倒壊家屋等からの救助活動

　 ・土砂災害現場における活動

　・発生直後から速やかな検索活動、非難誘導

　 ・疾病者の搬送　　・消火活動

・その後の活動

　 ・避難所運営の支援（給水活動、炊き出し、

　　食料配布、搬入支援）

　 ・エコノミークラス症候群の注意喚起（避難所等

　　での呼びかけ）

　 ・被災地域での巡回・警戒活動等 被害確認・

　　土砂崩れの警戒

　 ・堤防一部崩落の応急処置・立入禁止区域へ

　　の車両進入の警戒など

地震に対する１０の備え

1. 家族で話し合う　2. 消火器の備え　3. 家具類

の転倒、落下防止対策　4. 非常時持出品等を備

える　5. ケガの防止対策　6. 家屋や塀の強度確

認 7. 火災の早期発見と防止対策　8. 地域の危

険箇所の確認　9. 防災知識を身につける　10.

防災行動力を高める

これらの事から・・・災害の最大の敵は無関心

・繰り返される、これらの地震津波被害から、

多くの住民は住居を高台に移転したそうです

が、教訓が時と共に風化。

・結局フラットで、生活し易い沿岸に生活基盤

を移してしまい、津波被害を繰り返してしまっ

た歴史が見て取れます。

1000年に一度の大震災と言う人もおりますが、

歴史を紐解くと、1000年に一度とは決して言

えないと思いました。

卓　　話　　  近 藤 勝 典 消防司令

　ご紹介いただきました筑西消防署の近藤でご

ざいます。日頃は我々の事業に対して、多大な

ご理解、ご協力を賜りありがとうございます。

　本日は、あの日を忘れない為にも東日本大震

災のことを中心にお話致します。

1. 東日本大震災を振り返る

東日本大震災（2013.３.11）

　死者 1　5,869名　　行方不明者　2,687名

平成23年３月11日14時46分

宮城県石巻市牡鹿半島　東南東沖130キロメートル

宮城県栗原市 震度７・茨城県結城市 震度５強

京都府　震度１～３

2. 震災の影響

思い出してみましょう・・・（教訓）

・帰宅困難・ガソリン不足・大規模停電（計画      

停電）・食料品不足（買いだめ）・県外避難者（イ

ジメ）・県外避難者（ボランティアへの暴言）・

子供たちの心的ストレス・避難所の諸問題

　※季節により状況が変化する

自助＞共助＞公助

・「自助」とは、家庭で日頃から災害に備えたり、

災害時には、事前に避難したりするなど、自分

で守る事。

・「共助」とは、地域の災害時要援護者の避難に

協力したり、地域の方々と消火活動を行うなど、

周りの人たちと助け合うこと。

・「公助」とは、市役所や消防・警察による救助

活動や支援物資の提供など、公的支援のこと。

★災害時には、自助・共助・公助が互いに連携

し一体となることで、被害を最小限にできると

ともに、早期の復旧・復興につながるものとな

ります。



4つのテスト　①真実かどうか　②みんなに公平か　③好意と友情を深めるか　④みんなのためになるかどうか

＊欠席の場合は午前10時までにダイヤモンドホール（☎0296－28－8511）へご連絡下さい

▼岩﨑　晴男さん　筑西消防署 近藤消防司令、
卓話宜しくお願い致します。

　山崎パストガバナー、古河東RCの皆様、よ
うこそ。

▼百目鬼博行さん　近藤消防司令の卓話を記念
して。

　山崎パストガバナー他古河東ロータリークラ
ブの皆様、ようこそ。

▼佐藤　　昭さん　筑西消防署 近藤様、ようこそ。

▼外山　壽彦さん　消防司令 近藤様、本日は宜
しくお願いします。

▼鈴木　健一さん　筑西消防署 消防司令 近藤
様、卓話宜しくお願いします。

　山崎パストガバナー、ようこそ。

▼宮田　憲一さん　山崎パストガバナー、古河
東RCの皆様、ご来訪を記念して。

　近藤様の卓話、勉強させて頂きます。
▼内山　勝洋さん　筑西消防署 近藤様、本日の

卓話宜しくお願い致します。
　山崎パストガバナー、古河東RCの皆様、よ

うこそお出で下さいました。

▼木幡　　浩さん　近藤様、卓話楽しみにして
おります。

　山崎パストガバナー、古河東ロータリークラ
ブの皆様、ようこそお出で下さいました。

▼薄井　章一さん　近藤様、卓話宜しくお願い
します。

　山崎パストガバナー、ようこそ。

▼葉　　章二さん　近藤消防司令の卓話を記念
して。

　山崎パストガバナー、古河東RCの皆様、よ
うこそお出で下さいました。

本日の合計　25,000 円　　累計　540,000 円

出 席 報 告　   内 山 勝 洋 委員長

■メークアップ（敬称略）
11 月21日　親睦情報委員会
　　　　　　永井啓一・新井和雄・関谷　徹

　　　　　　鈴木光則・岩﨑晴男・小林一彦

　　　　　　木幡　浩・内山勝洋・百目鬼博行

11 月27日　第５分区会長幹事会
　　　　　　永井啓一・潮田武彦

11 月27日　成城RC例会　神山芳子

スマイルＢＯＸ    葉　章二 委員長

▼山崎　清司パストガバナー・田口　精二さん

　須永　恵子さん

　今日は下館RC様へネパールに持参していた
だく医療器具を持参しました。お手数ですが
ネパールまで配達願います。３人でお世話に
なります。

▼永井　啓一さん　山崎パストガバナーはじめ
古河東ロータリークラブの皆様、ようこそい
らっしゃいました。

　近藤勝典消防司令、卓話楽しみにしておりま
した。宜しくお願いします。

▼潮田　武彦さん　筑西消防署 消防司令 近藤
様、本日はありがとうございます。卓話宜し
くお願いします。

　山崎パストガバナーはじめ古河東RCの皆様、
ようこそ下館RCへ。

▼永盛　　武さん　山崎PG、古河東RCの皆様、
ようこそお出で下さいました。

　本日は所用に付、中座いたします。

▼新井　和雄さん　山崎PDG、古河東RC国際
奉仕委員会の皆様、ようこそ。

▼鈴木　光則さん　筑西消防署 近藤様、本日は
宜しくお願い致します。

　古河東ロータリーの皆様、ようこそ。

▼関谷　　徹さん　筑西消防署 近藤様の卓話楽
しみです。

　山崎PG。古河東RC の皆様、ようこそ。

▼加藤　昌美さん　筑西消防署 近藤勝典様の卓
話を記念して。

　山崎パストガバナー、ようこそお出で下さい
ました。

▼小林　一彦さん　パストガバナー山崎様、古
河東RCの皆様、ようこそお出で下さいました。

　筑西消防署 近藤様、ようこそ。卓話宜しくお
願い致します。

▼中里　泰久さん　近藤勝典消防司令様、本日
は宜しくお願いします。

　古河東RC山崎パストガバナー、皆様ようこそ！

▼神山　芳子さん　山崎パストガバナーようこ
そお出で下さいました。

　近藤様、本日は宜しくご指導ください。

▼瀧田　昌甫さん　パストガバナー山崎さんの
来訪を記念して。

▼新井　利平さん　筑西消防署司令 近藤様 ご
苦労さまです。宜しく卓話お願いします。
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