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第1748 回例会

先週（第1747回例会）の記録

点鐘  

会長会務
本日は鳥取市危機管理課・防災コーディネー
ター前田雅之様においでいただいています。
卓話、よろしくお願いいたします。
岡本安量会員に次年度「地区社会奉仕・RCC
委員会委員」の委嘱状が来ておりますのでお渡し
します。よろしくお願いいたします。
会員が 5 名増え、例会会場が賑やかくなった
気がします。一人も欠けることなく活動ができれ
ばと期待しております。
次年度ＲＩテーマ：
（倭島副会長より）は「ロー
タリー 変化をもたらす」と発表されました。
残念ですが山田 正会員の１月末での退会を承
認いたしました。
幹事報告
＊ガバナー事務所から、米山奨学生歓迎会のご案
内。２月２６日（日）11:00 〜
米子全日空ホテルにて。張さん、西尾正博カウ
ンセラーが出席。
＊東部 5RC 合同例会に伴う例会変更について
2 月 16 日（木）18:30 〜に変更
鳥取中央 RC：2 月 13 日（月）
智頭 RC：2 月 15 日（水）
鳥取 RC：2 月 16 日（木）
鳥取北 RC：2 月 28 日（火）
ビジターの受付は其々定時定例会場にて
当クラブは 2 月 17 日（金）例会を振替ます。
東部 5RC 合同例会の出欠席がまだの会員は早
急にお願いいたします。会費 5,000 円を 1 月
27 日（金）例会より集金いたします。
＊東部 5RC 対抗親睦ゴルフ大会のご案内。
日時：3 月 20 日（祝・月）会費：3,000 円
場所：鳥取 CC・吉岡温泉コース
＊理事会報告
①次期幹事の理事会出席の承認。
②西尾茂会員の休会延長、林貴史会員の 3 月
末までの休会の承認。
③山田正会員の 1 月末退会の承認。
④新入会員の所属委員会
伊木恭憲会員：親睦出席委員会。

２０１7 年１月２７日（金）12:30 ～ 13:30
    

ロータリーソング“四つのテスト”
会食（洋食）
会長会務  

    

＊ビジター・ゲスト紹介。
米山奨学生

張

訳文さん

＊本日は職業奉仕月間に合わせて職業奉仕賞をお
送りする日です。
＊先週米国にトランプ大統領が正式に就任しまし
た。ＴＰＰ離脱、日本における米軍駐留費の増
額要求等、アメリカ第１主義が始まりました。
私たちの仕事も影響を受けることを覚悟しなけ
ればなりません。
＊今日は国旗制定の日です。明治３年、国旗のデ
ザインや規格が定められました。
＊１月の皆勤賞を差し上げます。
森原義博会員
幹事報告  

２年

幡

碩之会員

２５年

    

＊地区ローターアクト「国際交流行事」ご案内。
３月１２日（日）浜田市にて
＊第１・第２合同ＩＭの登録料８，０００円を次
週より集めさせていただきます。お釣りの要ら
ないようご準備願います。
委員会報告  

    

＊親睦・出席委員会
出席率・スマイル報告
＊その他
職業奉仕賞表彰  

    

さとに田園クリニック


作業療法士

坂本一郎氏

２０１７年１月２０日（金）12:30～13:30

山下竜一会員、山下朋宏会員：社会奉仕委員
会に所属を承認。
⑤中間決算の承認。
⑥合同例会会費のクラブ補助 2,000 円の承認。
⑦例会用パソコン購入の承認。
⑧事務局雇用形態：「継続雇用」で承認。
出席率
１月２０日 会員 55 名
欠席７名 86,54％
１月  ６日 メーキャップ
４名 85.42％
メーキャップ会員
1 月 12 日 田中章夫会員・金田卓也会員
倉吉東 RC へ
1 月 16 日 岡田信俊会員、大田原俊輔会員、
山下竜一会員 鳥取中央 RC へ
1 月 18 日
田中章夫会員・金田卓也会員
智頭 RC へ
スマイル
＊森下哲也会員／①今日は大寒です。そして“玉
の輿の日”です。1905 年、祇園の芸妓 「お雪」
がアメリカ・モルガン商会の甥ジョ ージ・モ
ルガンと結婚した日です。②とうとうトランプ
が大統領になります。③平井さん、今後ともよ
ろしく。
＊平野敏和会員／鳥取市危機管理課・防災コー
ディネーター前田雅之様、ようこそ西ロータ
リークラブへ。卓話よろしくお願いいたします。
＊吉田 博会員／前田雅之様、本日は卓話有り難
うございます。楽しみにしています。
＊幡 碩之会員／お誕生日
＊西尾正博会員／（お誕生日）67 歳になりました。
心の年齢はまだ 50 歳くらいと思っています。
＊麻木宏栄会員・岡本安量／創業記念日
＊太田匡彦会員／（結婚記念日）お花ありがとう
ございました。
＊早退・遅刻 4 件
合計２５，０００円
＊ロータリー財団特別寄付：3 件
＊米山特別寄付：1 件
雑誌委員会 幡 碩之委員
ロータリーの友１月号の紹介および 2016 年
規定審議会に関する記事について
会計報告 多田一昭会員
中間決算報告
使用済切手収集
多田一昭会員、油谷博文会員、作野友康元会員
卓話 「地域防災について」
鳥取市危機管理課・防災コーディネーター

前田雅之氏
プロフィール紹介
（吉田 博会員より）
東 部 消 防 局 に 35 年 間
勤務、鳥取県防災航空セン
ター署長、八頭消防署署長
を 歴 任 さ れ、 鳥 取 市 危 機
管理課・防災コーディネー
ターとして勤務されてお
られます。
本日は、「災害に備える」ということをお話し
します。昔は「地震・雷・火事・おやじ」とよく

言ったものですが、怖いものと言えば「地震・雷・
火事・台風」となりますね。
中部地震は震度 5（鳥取市内は震度 4）で、一
部損壊：14,110 件など大きな被害がでました。
中部地震は「短い周期の地震」で、屋根瓦などの
被害でました。大阪でもエレベーターの緊急停止
などがでました。
災害が起こったら？地震の時は考える余地がな
いのであれば「事前の備えしかありません」台風
の場合は情報に耳を傾けて被害が出る前に「安全
な所へ逃げる」
災害はこのふたつの考え方が基本です。
地震のメカニズムとしては、日本を取り巻く 4
枚の海洋プレートの沈み込みだといわれていま
す。「プレート境界型地震」。その結果、津波が押
し寄せてきました。
もうひとつは「南海トラフ」による直下型地震
です。2,000 カ所あまりの活断層があり、確実
に地震が起こると言われています。
鳥取市が警戒すべき地震としては、南海トラフ
地震で、震度 5 弱の長周期揺れ災害への緊急性
があります。30 年以内に 70％の確率で地震（M7
〜 M8）起こると国が公表しています。
30 都府県の死者と被害は、津波 23 万人・建
物被害 8 万 2 千人、火災 1 万人で 32 万人（被
害額：220 兆円）と言われています。関東から
西のエリアが壊滅するでしょう。また、山崎断層
（兵庫県）、M6 クラスの直下型地震を警戒してい
ます。「鳥取は決して安全ではない！」というこ
とです。
最後に「地震への備え」①死なない！②大けが
をしない！③安全に避難する！④家族・町内・同
僚の安否確認！⑤被災後当分の間生活に困らな
い！防災の第一歩は、①・②ができなければいく
ら準備しても意味が無いということです。
そのためにいろんな想定をして自分の身を守るこ
とを行ってください。

１月１３日入会された皆さん
次週例会予定
２０１７年２月３日（金）第 1749 回例会
卓話「湖山池シリーズ 湖山池のその後」
会員 児島 良さん

（編集者 金本勝彦）

