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第 2017 回（本年度 第 11 回） 例会 平成 26 年 9 月 17 日  曇り 

  

●司会             飯塚 元明 ＳＡＡ 

●点鐘               竹中 裕彦 会長 

●斉唱  ♪ソングリーダー    石渡 利治 会員 

「奉仕の理想」 

卓話者の紹介           竹中 裕彦 会長 

川崎市消防局 臨港消防署       若杉 武 様 

 

来訪ロータリアンの紹介   矢野 清久 親睦委員長 

川崎ＲＣ              市川 洋治 様 

川崎南ＲＣ             谷屋 利隆 様 

 

今週の花言葉         横山 俊夫 花委員長 

川崎大師ロータリークラブ 

アスクレピアス    花言葉・・・[健康な体] 

初夏から秋にかけて、まっすぐ伸びた茎に向かい合って生

えた細い葉の上に、黄色の花がユニークな熱帯の花。花の

名は、ギリシャ神話の医神Ａesculapius（アスクレピオス）

にちなんで名づけられた 

 

 

会長幹事報告          竹中  裕彦 会長 

１．米山功労者第 12回メジャードナーの認証状と「R 財団

メジャードナー顕彰午餐会」のご案内が牛山さんに届いて

おります。11月 26日(水) 10時 ホテルグランパシフィ

ック 

２．川崎南 RCさんの「自殺防止セミナー」の再案内です。

民間企業向の内容で法的立場・医的立場・行政の立場から

のアプローチになります。是非、ご参加下さい。 

３．来週は、いよいよ大野ガバナー公式訪問です。声を掛

けあってのご出席を宜しくお願い致します。 

例会日：毎週水曜日 ＰＭ１２：３０

 
 

URL http://kawasakidaishi-rc.com/   E-mail:daisi-rc@eagle.ocn.ne.jp 

 

 

例会場：大本山川崎大師平間寺信徒会館

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Daishi_bashi_night.jpg
http://kawasakidaishi-rc.com/
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４．地区より広島豪雨災害義援金の依頼がきております。

ご協力をお願い致します。 

５．各クラブの例会変更のお知らせを回覧しておりますの

で、メークアップにご活用下さい。 

出席報告        出井 宏樹  出席委員長代理 

2017 回 57 46 29 17 63.04 ％

2015 回 57 48 37 11 77.08 ％

1 修正出席率 79.17 ％前々回の修正・ﾒｰｸｱｯﾌﾟ　

 

メークアップ          永松 慎太郎 会員  

スマイルレポート(ニコニコボックス)    

内田 省治 会員 

川崎南ＲＣ  谷屋 利隆 様 

メイクにまいりました、宜しくお願いします。 

親睦委員会 

第 2 回楽しむ会で残金が出ましたので、ニコニコに入れさ

せて頂きます。 

鈴木 幹久 会員 

昨日（9 月 16 日）無事新しい本社事務所に移りました。 

渡辺さんには大変お世話になりました。 

又皆さまからのご配慮ありがとうございました。 

矢野 清久 会員 

第２回楽しむ会にご参加の皆様お疲れ様でした。 

３回目の企画も楽しみにして下さい。 

小林 勇次 会員 

野球出席できずにすみませんでした。 

若杉様、卓話よろしくお願い致します。 

中村 眞治 会員 

千葉大会の野球に出席の皆様大変お疲れ様でした。 

内田さんﾅｲｽﾊﾞｯﾃｨﾝ 水口さん安全運転有難うございます。 

坂東 保則 副会長 

本日は川崎市の耐震関連委員会開催に伴い、例会欠席とな

り申し訳ありません。若杉武様、本日の卓話宜しくお願い

します。臨港消防署改築工事に伴い川崎設計として設計・

監理をさせて頂き、平成 24 年 2 月竣工から既に 2 年半以

上経過致しました。もし不具合等ございましたら、川崎市

を通じご一報下さい。継続的に対応させて頂きます。 

今後とも宜しくお願いします。 

竹中 裕彦 会長 

若杉武様、ようこそ川崎大師ＲＣへ。卓話楽しみにしてお

ります。日曜日の楽しむ会ＢＢＱ、昨日の千葉マリン大会

参加の皆様大変お疲れ様でした。結果はともあれ楽しかっ

たですね。岩井さんに単身赴任を言い渡され、坂東さんに

はプチ家出をされました、とても淋しいです。 

本日のニコニコのテーマ 

若杉様、本日の卓話宜しくお願い致します。 

水口 衛・牛山 裕子・鈴木 昇二・竹田 正和 

中村 孝・高濱 玲奈・中村 眞治・内田 省治 

嶋崎 嘉夫・布川 二三夫・細谷 重徳・船山 昭三 

石渡 勝朗・秦 琢二・宮沢 和徳・出井 宏樹 各会員 

                  

委員会報告 横山 俊夫 地区ﾛｰﾀｰｱｸﾄ副委員長 

来る 10月 5日に地区ﾛｰﾀｰｱｸﾄ委員会とﾛｰﾀｰｱｸﾀｰが協力して、

第一回川崎地区ﾛｰﾀｰｱｸﾄ説明会を開催いたします。すでに

掲示・回覧をさせていただいていますので、(RA)入会予定

者・ﾛｰﾀｰｱｸﾀｰ・ﾛｰﾀﾘｱﾝが一緒になって、歴史を知り・人を

知りそして輪にということで、川崎宿の川崎宿交流館をｽﾀ

ｰﾄして生麦のｷﾘﾝﾋﾞｰﾙ工場まで歩いて行きます。～中略 

多くの方々に登録いただきますようお願いいたします。 

つぎに、10 月 28日川崎大師ﾛｰﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞの例会があり、卓

話には鈴木昇二直前会長による「器を造ろう」というﾃｰﾏ

で、午前 11 時から事務局にて点鐘となりますので、多く

の皆様の参加お願いいたします。 
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水口 衛 社会奉仕委員長 

社会奉仕・国際奉仕 合同委員会開催について 

10 月 2 日に国際奉仕委員会と社会奉仕委員会の合同委員

会を開催いたしますので、出席義務者の皆さんは、案内が

送られていると思いますので、出席の程お願いいたします。 

野球同好会 中村 眞治 監督 

昨日、千葉ﾏﾘｰﾝｽﾀｼﾞｱﾑにて試合がありました。 

大きい公式の球場ということもあり、家族の方々もいらし

ていただき和気藹々の中試合をさせていただきました。 

今日、ニコニコを読んでいただいた内田会員のﾅｲｽﾊﾞｯﾃｨﾝ

ｸﾞにより、あわや完封負けの所 2点入れました。今後とも

よろしくお願いいたします。 

ゴルフ同好会 白石 浩司会員 

案内が遅くなっていますが、地区よりポリオ撲滅ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾞ

ㇽﾌｺﾝﾍﾟを横浜ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞにて行いますので、当ｸﾗﾌﾞから１

組（渡辺会員 船木会員 中村孝会員 白石会員）10 月

14 日がんばってきます。この 70 代を出せるﾒﾝﾊﾞｰなのでい

けるんじゃないでしょうか。また、7 ｸﾗﾌﾞ合同ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟの

ｼｰｽﾞﾝがやってきました。10 月 30日ﾎｽﾄは川崎ﾏﾘｰﾝ RCでｸﾞ

ﾚｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞｸﾗﾌﾞにて当ｸﾗﾌﾞから 11 名の登録がありました。 

あと 2～3 名募集していますので、追ってご案内しますが

登録の程お願いいたします。 

 

第 2 回楽しむ会  

9 月 14日東扇島東公園に於いて「第 2回楽しむ会」を 

開催しました。(写真は嶋崎会員のﾌｪｰｽﾌﾞｯｸより。) 

 

RID2790地区（千葉県）野球大会に参加しました。 

at:QVC ﾏﾘｰﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ（千葉ﾏﾘｰﾝｽﾀｼﾞｱﾑ） 

 

 

 

本日の卓話  「震災派遣と消防活動について」 

川崎消防局 特別高度救助隊 隊長 若杉 武 様 

 

 私の出身は東京ですが、１歳の時には川崎の高津区の方

に来ました。今も高津区の方に在住しています。～中略 
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これから活動と震災ということで実際に聞いた話では

あるかと思いますが、ご高聴いただければと思います。皆

最初の方は、少しおさらいと言いますか、そういう形にな

りますので。3 月 11 日の 14 時 46 分発生したということ

で、震度 7、マグニチュード 9、津波の到達時間は 15 時

20 分ということです。報道等で行くと、いろいろ時間のサ

イクルが分からなくなるのですが、実際に観測されたのは、

この時間です。地域によっては多少の誤差がありますけれ

ども、そのような状況だったそうです。川崎市の震度はど

うだったかというと、川崎区で震度 5 強を観測、その他の

地区で震度 4 というような状況でした。数日前に起きる地

震ということ今回の東日本の大震災の時に、地震がある前

に実は 9 日 10 日にマグニチュード 6.0 規模の地震が 3 回

ずつ計 6 回ですね、地震がありました。三陸沖を震源地と

する複数の地震が関係していると思います。この地震に関

して、チリ地震に匹敵する最大級の地震、震源の深さは

24m で専門家によると規模的には関東大震災の 30 倍、阪

神淡路大震災の 1000 倍の地震エネルーギになっていたと

言われております。 

1923 年本格的な地震観測後、観測史上最大の地震とい

うことです。大津波警報は地震発生から 4 分後に岩手、宮

城、福島に発令されました。最大津波と津波の到達時間は

概ね 15 時 14 分から 16 時 52 分ぐらい、これは沖合の高

さですので、それ以上の高さ 10m 超えたそうです。また、

数キロにわたって川を遡上し、御存じのとおり街や村を壊

しながら津波が上がっていたという、未曽有の大規模にな

りました。相馬の 9.3m、石巻の 7.6m、大船渡の 8.0m、

水押す 8.5m 以上ということですが、これにより地震がド

ンとぶつかって、実際の津波と違って、プレートがぶつか

った段階に、普通津波の波というと、こういうバシャンバ

シャンという波を想像がちなんですけども、そのようなプ

ールのような形でドバンと上がるとこの波がそのまま持

ち上がってドンとくるということですので。そのエネルー

ギは壮大だったと言われています。～中略～。 

最後に、備えるという点で後々の避難場所の確認ですとか、

連絡体制の確保ですとか、或いは、食糧品等備蓄品、季節

による備えをしっかりして頂いて、特に助けあいの精神を

持って皆さんで協力して頂ければと思います。私どもはこ

の仕事をしていますので人を助けるのは当然、ですけど皆

さんもいろんな職業に就かれると思います。私の知り合い

もそういうところで援助したいとか、色んなことで皆さん

に協力をしあいながら自然災害に向かいたいと思います

ので、よろしくお願いします。 

 

今回の卓話は非常に内容の濃いものでありましたが、週報

紙面の都合上、各所中略させていただきました。申し訳ご

ざいません。卓話の内容をすべて網羅した資料を事務局で

保管しておりますので、ご入り用の際は、事務局までお申

し出ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回例会 10 月 1日（水） 

会員卓話 

鈴木 幹久 会員 野沢 隆幸 会員 

 

クラブ会報委員会 

中村 孝／増田 昌美／牛山 裕子／内田 省治 

永松 慎太郎／竹中 裕彦／水口 衛／須山 文夫 

9 月 28 日(日)ﾛｰﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ例会 

事務局 11：00～12：00 

10 月 15 日 米山月間卓話 

 


