
２０１５年６月１日（晴れ） 第１週 第２１１２回例会

”君が代・奉仕の理想”Song

米山奨学生 グエン シン コン君Guest

Attendance

７９名 １１名 ８２．２６％会員 欠席 出席率

栗木和夫 会長President Time

皆さん、こんにちは！本日卓話をお願いしました早川澄

夫様、よろしくお願いします。私も学校区の自主防災会会

長をしていたので大変楽しみにしています。よろしくお願

いします。

栗木年度も色々なことがありましたが、最後の月になり

ました。皆さんのお力添えを頂き退任あいさつをする日を

迎えたく思います。さて、6月に入りましたが雨が降る気

配がありません。6月（水無月）の言葉、梅雨のころだと

いうのになぜ「水無月」なのか疑問に思います。旧暦の呼

び名です。湿度が高くカビが生えやすいので「黴雨」が変

化した？田植神事も済んで、庶民が仕事をやり尽した月で

「皆仕尽月」とのいわれもあります。気温も上昇して、な

おかつ湿度が高くなるので体調管理には気を付けてくださ

い。さて、先日ゴルフで一緒にラウンドした人が、仏壇店

の社長で興味がある話を聞いたのでお話しします。我が家

の仏壇を見てもらったら、私が思っていたより値打ちがあ

りました。15年ほど前に購入した金額の1.5倍になってい

てビックリしました。今の私なら購入の決断は出来ないと

思います。日本には仏壇の産地が多々ありますが、15産地

はとくに有名で、その一つに名古屋仏壇があります。最近

は職人になる人がいなくて安価な中国製品が8割を占める

そうです。日本の仏壇職人がいなくなってしまうかも？そ

れもまた寂しいことです。各地の仏壇産地の今後の取り組

みは、マンションが多くなるから小さくても品質の良い仏

。 、壇製造に取り組むそうです 仏壇はお経をあげ拝むもので

あせって位牌として入ることはないと思います。気を付け

たいものです。

６月１５日（第２１１３回）Today

担当 加藤 徹 親睦活動委員長

演題 創立記念夜間例会

（お昼の例会振替）

６月２２日（第２１１４回）Next Week

担当 横井久雄 国際奉仕委員長

演題 国際大会報告

真木伸一君



臼井幹裕 幹事Secretary Report

１ 次週6月8日（月）は定款による休会です。

２ 次回例会は6月15日（月）あまRC創立記念友愛例会

です。お昼の例会振替となります。

３ 本日よりクールビズを実施いたします。

米山奨学生 グエン シン コン君

親睦活動合唱団 本日のセンターは加藤 徹委員長

ご投函有り難うございます

栗木和夫 会長

鈴木正徳君が入院されていますが、お元気な声で皆さ

んによろしくと言ってみえました。元気になられ、ス

トレッチ指導をお願いしたく思います。

歴代会長会では、皆さんの暖かいお言葉を頂き、嬉し

く思いました。

本日の卓話者、早川澄男様、よろしくお願いします。

篠田正志 副会長

あいち防災リーダー会の早川澄男様、本日の卓話よろ

しくお願いします。

歴代会長会にご出席の皆様、ご指導と励ましのお言葉

をいただき、有り難うございました。よろしくお願い

します。

伊藤英毅君

。 。ニコボックスの皆様の目標が達成出来ます様に 合掌

鈴村與左衛門君

ニコボックスの皆様、ご苦労様でございます。

栗本裕子君

次年度親睦活動・会場合同IDMにご参加の皆々様、お

疲れ様でございました。来期が素晴らしい1年となり

ます様･･･

渡辺先輩、北島君と共に大変お世話になり有り難うご

ざいました。

北島君、果てしない緊張を乗り越えて、素敵にデビュ

ーされました。堂々としていて、とても誇らしく嬉し

く思いました。興奮冷めやらず、夜中の2時まで話し

込んでしまいましたが、大変有意義な時間でした。少

し朦朧としていましたが･･･。

高山 敏君

渡辺君、先日もお世話になりました。

先日、親睦の会に参加の皆様、お疲れ様でした。

東海次期会長、大変お世話になりました。

大竹敬一君

ギリギリの時間まで頑張るニコボックスの皆さんに敬

意を表します。

東海広光君

親睦活動・会場委員会合同IDM開催有り難うございま

した。広報委員会IDM開催有り難うございました。

渡辺パスト会長、あま79（あまセブンティナイン）発

足の会開催お疲れ様でした。色々お世話になりまして

有り難うございました。

いよいよあと1ヶ月となりました。よろしくお願いい

たします。

後藤袈裟美君

家内の誕生日プレゼント、有り難う。

田邊正紀君

モンゴル・フレーRCの例会に参加しました。フレー

クラブは、モンゴルに14あるRCの中で、一番大きな

クラブになったそうです。今後も長いお付き合いが出



来たら良いなと思います。

横井久雄君

、 、 。ニコボックス栗本委員長 予算達成あと一歩 悲鳴が･･･

。 。天気の良い日が続いております たまには一雨欲しい

130人で植えたサツマイモが悲鳴･･･。

紅谷幸政君

渡辺君、先日は大変有り難うございました。

家田安啓君

友人が山で死にました。残念です。

稲垣秀樹君

先日、ゴルフ場でバックを開けたら、あるはずのボー

ルが一つも入っていませんでした。帰ってから子供に

確認したら 「かくした」と一言。一体何をしたかっ、

たのでしょうか？

岩島裕芳君

ニコボックスの皆様、ご苦労様でございます。

川口信義君

ニコボックスの皆様、ご苦労様でございます。

北島奈穂子君

ニコボックスの皆さん、お疲れ様です。

渡辺君、有り難うございました！

児玉憲之君

東海年度のスタートが1ヶ月切りました。皆様からの

暖かいご支援を頂く毎日です。感謝。

水野 眞君

鉢植えのジャカランダが咲きました。南アフリカ、オ

ーストラリア、南米、宮崎の花の旅を思い出します。

水谷安紀君

ニコボックスの皆様、ご苦労様でございます。

大西晃弘君

気温43度の酷暑に耐え、ベトナム出張から帰って参り

ました。元々色黒のため、日焼けしたかどうかはわか

りません。

田中正博君

ニコボックスの皆様、ご苦労様でございます。

立松絹久君

ニコボックスの皆様、ご苦労様です。

ニコニコファンクラブ

ニコニコファンクラブ第1号の皆々様、先日は突然の

結成にも関わらず、多額に快くご投函頂きました事、

嬉しく感謝申し上げます。若干正体不明の「ニコニコ

ファンクラブ」ではありますが、残す1ヶ月のラスト

スパート、皆々様には暖かいご理解・ご協力を頂けま

す事を祈り、受付にてお待ち申し上げます。また、こ

の様な画期的なアイデアを下さったお優しい先輩に感

謝いたします。ニコニコ。

６月誕生日をお迎えの方々より

合 計 １２０，０００円

卓 話

「防災について」

あいち防災リーダー会 早川澄男氏

「災害から、学ぶ。防災・減災への備え」

１）災害は、ある周期で起きている地震

、 。 、いつ どこで起きても不思議ではない そのための備え

家族のためにも、先祖から引き継ぎ将来への繋げるには、

。 、 、 、どう備えればよいのか 何十万年 10,000年 5000年

1000年、100年で発生。

①何十万年の地震－地球規模で観る

②5000年～10000年の地震－活断層で観る（濃尾地震

・三河地震・阪神大震災）国内に活断層は、いくつあるの

か。1000、2000、3000ヶ所。

③1000年の地震－最強軍団で観る（東日本大震災・南海

トラフの巨大地震）

④100年～150年の地震－東海地震・東南海地震・南海地

震

２）マグ二チュード（地震のエネルギーの大きさ）は、ゆ



れ時間でおおよそ判断できる！

M7クラス・・・・・・・阪神大震災

M8クラス・・・・・・・関東大震災

最強のＭ9クラス・・・・東日本大震災

３）いつ来るかわからない、でもまもなく来るからこそ！

どう備えればよいのか。今知る災害「阪神大震災」から

語る･･･

①地盤を知る－盛り土か切土か、埋め立てか、河川敷きか

古地図や地名からでも解る！

②家の耐震化は－S56.5.31以前か以後か（建築基準法の

違い）

③家具の固定は－安全地帯・避難経路・

④ガラス飛散防止

⑤備蓄－回転備蓄、最低限の持ち出し品（個人毎）

⑥安否確認－災害伝言ダイヤル171、集結場所

⑦イメージトレーニング

⑧家族防災談議

４）いつから備えるのか･･･今でしょう！

居間でしょう！（今と寝室から）

５）会社・商店さんの経営責任者さんへ

自分自身の身を守ってますか、守り方解りますか、分か

らない方は、伝授しますよ！その上で、家族を守り、社員

を守る手立てや備えは、やってますか。

ご参考に：早川澄男 あいち防災リーダー会相談役（前

会長 、東海 防災・安心まちづくり隊）

携帯090-2610-0357

アドレス octopus9090sumio@yahoo.co.jp

活動紹介ブログ

防災安心まちづく活動紹介

http://bousaimach.exblog.jp/

あいち防災リーダ－としての活動紹介

http://bousaiikus.exblog.jp/

例会日 クラブ名 場 所

6/17 水 名古屋守山 マリオットアソシア（ ）

6/18 木 名古屋大須 名古屋東急（ ）

委 員 会 報 告

いきいき花クラブ協賛金贈呈

中村普一 環境保全委員長

日時 5月14日（木）

いきいき花クラブ会長より感謝状を頂きました。

「入会５年以下の会員向け研修会（第４回 」開催）

臼井幹裕 幹事

「職業奉仕とは何なのか？」と題して、栗木年度「入会５

年以下の会員向け研修会」第４回が下記の日時・場所にて

開催されました。

日時 平成２７年５月１２日

午後６時～午後７時

場所 寿司会館 喜多八

最終回となる今回は 【拡大】と銘打って全会員にご案内、

、 、しましたところ 予期せぬ台風接近の荒天にもかかわらず

後藤袈裟美会員を始め13名の先達会員も参加し、入会5年

以下の会員9名とあわせて総勢22名の盛況の研修会となり

ました。参加者は、鈴木正徳ＤＬ（ディスカッションリー

ダー）の寛容の心に育まれ、難しい問いかけにも、声を出

して適切に回答する姿勢が見られ、充実した時間を過ごし

ました。最後は 「４つのテスト」を唱い、研修を締めくく、

りました。

懇親会に移っても、ディスカッションを続ける、熱の入

った会員もいて、美味しい料理と相まって宴席の会話も否

応なく盛り上がりました。

ご参加の皆様、ありがとうございました。


