
 

 

本日の例会（第１４４６回）    ３／３０（水） 

《識字率向上月間卓話》 

◆スピーカー  国際ロータリー第2760地区 

                識字率向上委員会  委  員  横田  徳久君 

◆題    名 識字率向上月間に際して 

次回の例会（第１４４７回）      ４／６（水） 

《ロータリーの雑誌月間卓話》 

◆スピーカー  雑 誌 委 員 会  委員長  古川  康司君 

◆題    名 第 2回地区広報・雑誌委員長会議の報告と 

ロータリーの友について 

第１４４５回例会記録      ３／２３（水）晴 

◆司    会 古川  康司君 

◆斉    唱 RS・日も風も星も 

◆来訪者受付  名古屋空港 RC 金井  和治君 他 42名 

出 席 報 告 

会 員 数  40名  前々回訂正  1443回例会

欠席会員数  11名  欠 席 会 員  3 名中

出席会員数  29名  MAKE UP  2 名

出 席 率  72.50％  出席率訂正  97.30％

会  長  挨  拶 

自宅での地震に対する備え 

会  長  伊藤  晋一 

1. 家具が倒れないように

固定する。転倒防止の

つっぱり棒やＬ字型金

具が売り切れていたら、

天上や床との隙間に新

聞紙などを詰める。 

2. 家具の下敷きにならないよう配置を工夫する。 

3. 高いところに本や陶磁器、酒など重いものを置かない。 

4. ドアの近くに倒れそうなものを置かない。 

5. 食器棚の扉が開かないよう、留め具を付ける。 

6. ガラスに飛散防止シートを貼る。なければ、カーテンを引

くだけでも危険を軽減できます。 

7. 就寝時はガラスが割れても避難できるように、枕元に底の

厚いスリッパか運動靴を用意する。 

8. 寝室ではガラス近くに寝ない、近くに重いテレビを置かな

い。 

9. 額縁は壁からはずして降ろしておく。 

10. ガラスが飛散したときの為に、ほうきとちり取りを用意し、

粘着テープ、軍手、段ボール箱も破片処理に便利です。 

以上の10項目を今一度、チェックしてみて下さい。 

幹  事  報  告  

1.本日は夜間例会及び I.D.M.です。ごゆっくりお寛ぎ下さい。 

2.来る４月６日(水)の新旧理事役員委員長引き継ぎ会議の回答

及び委員長申し送り事項の締切は本日までとなっておりま

す。未回答の方は早急にご提出下さるようお願い致します。 

－ 夜間例会及び I.D.M.を開催 － 

カーサデッラマンテ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリージャパンのホームページに 

震災コーナーが設けられました！！

http://www.rotary.or.jp/index.html 

2010-11 年度 R.I.テーマ 

 

クラブテーマ 

原 点 回 帰 

ロータリークラブ

 WWWeeeeeekkklllyyy   RRReeepppooorrrttt   
２０１０～２０１１年度 Ｎｏ．３４ 

例会日：毎週水曜日 １２：３０～１３：３０ 創立：昭和５６年３月４日 

例会場：ΛＰΛ HOTEL 名古屋錦 中区錦三丁目 15-30 （052）953-5111 

事務局：名古屋市中区錦三丁目 15-30 ΛＰΛ HOTEL 名古屋錦 560 号室 

   （052）961-2399（直通） （052）953-5111 FAX（052）961-2391 

   E-mail : meihokrc@beach.ocn.ne.jp 

会 長：伊藤 晋一 幹 事：岩田  満治 会報委員長：古川 康司 題 字：遠藤 友彦 



内容は、海外から届いたお見舞いのメッセージ、義援金など

についての情報や、被災地域からの救援依頼、被災地からのメ

ッセージ（安否など）です。ここに一部紹介させていただきま

す。是非、御確認頂きますよう、お願い申し上げます。 

第2530地区義援金と緊急支援物資を呼びかけ 2011.3.18 

今回の大地震により起こった東京電力の福島第一原子力発電

所の事故で、20 キロ圏内の県民 13 万人（3/14 現在）が緊

急避難。それにより避難所の物資が大変不足しております。第

2530地区では、それらの避難所へ、早急に支援物資をお届け

する態勢を整え、支援物資を送ってほしい旨、依頼しています。 

現在、避難所で必要とされている物資は、灯油、食料品 イン

スタント類、生活用品 （洗面用具・生理用品・紙オムツ）（サ

ランラップ・ポリ袋）、粉ミルク、ヘルメット、マスク、軍手、 

衣類（クリーニング済みのもの）、乾電池です。 

第 2790 地区からお寄せいただいた、地区内クラブの被害状

況を抜粋し掲載します。                 ※（）内は報告日 

・八日市場ＲＣ：会員経営のレストラン（飯岡の海岸沿い）が

津波により全壊したようです。（3/15） 

・浦安ＲＣ：浦安市の被害ですが、新浦安から舞浜、ディズニ

ーランド方面は、道路の陥没、液状化、電柱の傾きなど、埋立

地特有の被害が出ております。被害地区では水道ガスの供給が

ストップし、給水車に頼る状況。旧市街でも水道の圧力が弱く、

水の出が悪い状況です。新街の方では、砂埃が凄い状態です。 

新浦安、ディズニー周辺のホテル群は、水道などの状況より休

業を余儀なくされ、21 日までは全館休業。浦安 RC の会員宅

の中には、道路の液状化で被害を受けた方が何名かいらっしゃ

いますが、身体的には皆様ご無事でした。市川地区は、さほど

の被害影響はありませんでした。（3/15） 

・千葉西ＲＣ：千葉市美浜区の被害が大きいです。被害の内容

は、埋立地なので液状化がほとんどです。その他の千葉市では 

地盤沈下 瓦屋根の崩壊等です。（3/15） 

・野田ＲＣ：地区内ロータリアンの被害状況→重大な被害の報

告は、入っておりません。 クラブ所在地域の被害状況→野田

市内の状況 １．地震による死亡１名 ２．ショッピングセン

ター（イオンノア店）の２階３階部分が被害により営業停止中  

３．パン工場（パスコ利根工場）の食パンラインが被害により

稼動停止中  ４．牛乳工場（日本ミルクコミュニティ（株）

野田工場）が被害により稼動停止中  耳に入っている主な被

害は、以上であります。 しかし、天井の１部落下や浄化槽等

の配管関係の被害により休業中或いは 一時休業した工場や

飲食店はいくつかあるようです。(3/16) 

・浦安ベイＲＣ：古くから歴史のある元町地区においては、ほ

とんど被害を受けませんでしたが、戦後の埋め立て地である中

町地区の一部と、新浦安・ディズニーリゾートのある新町地区

に相当の被害が生じました。特に新町地区では液状化現象によ

る地底からの大量の泥や砂の湧出、それに伴う地盤の崩落また

は隆起により、多大な損害が出ています。また、ライフライン

が寸断され、給水・排水が出来ずに未だに復旧されておらず新

町地区に暮らす推定６万人が不便な生活を未だ余儀なくされ

ております。人的被害がなかったことは奇跡的と言うほかあり

ません。（3/18） 

・佐原香取ＲＣ：香取市も旭市と同じく計画停電除外地域です。

震災以降、今日まで上下水道は不通地域が相当数あります。特

に液状化現象の顕著なところが多く、家屋の損傷（半倒壊）、

国道・県道・市町村道のひび割れ沈下等、現在復旧しながら詳

細把握しているところです。下水道については、復旧の目途は

たっていないようです。また、当地は利根川沿線に位置してお

り、堤防等の修復工事も本格的に始まっております。（3/22） 

第 2790地区（千葉県） 

ロータリー財団が「日本の大地震と津波の被災地復興基金」を

設置                    2011.3.15 

国際ロータリー（ＲＩ）のウェブサイトに、ロータリー財団が、

「日本の大地震と津波の被災地復興基金」を設置したという記

事が掲載されました。 

ロータリアン個人、クラブ、地区は、現金またはＤＤＦ（地区

財団活動資金）で、義援金を寄せることができる、とのことで

す。 

日本の場合は、各クラブ、地区で独自の支援をお考えのことと

思います。一方、海外からこの度の震災に対して、救援したい

旨の問い合わせを受けている方もいらっしゃると思いますが、

こちらをご紹介いただくと役に立つと思います。 

～ロータリージャパン ホームページより抜粋～ 

 

ニ コ ボ ッ ク ス 

加藤あつこさん 

東北関東大地震の義援金ロータリー様 62,000 円ありがとう

ございました。全部で104万頂きました。 

【今日はおいしいイタリアン料理、心ゆくまで味わいましょう。】 

伊藤  晋一君 木村  雅一君 古川  康司君 尾関  正一君 

半泊  與則君 尾關實津成君 横井  尚啓君 入江由希子さん 

遠藤  友彦君 星川  直志君 柴山  利彌君 堀  美喜雄君 

足立陽一郎君 小關  敏光君 石黒    勉君 杉浦  定文君 

渡邉  泰彬君

梶川  久雄君

阿部  美男君

 

岩田  満治君 

北村紀子さん 

西脇  多吉君 

 

横井    登君 

加島    光君 

赤崎  守弘君 

 

梅村美知容さん 

加藤  昌之君 

藤原  研一君 

 




