
   

例会日：毎週木曜日 18時 30分   例会場：関観光ホテル 住所：関市池尻 91-2 

事務局：関市西本郷通 5-2-53  TEL(0575)24-7332  FAX(0575)23-5278 

会長 波多野篤志  副会長 古田博文  幹事 吉田和也  クラブ会報委員長 塚原康寿 

 

 

 

 

 

 

 

本日のプログラム 第 1948回例会 2018年 8月 7日（火） 

「ひとり親家庭の子ども学習支援プロジェクト」 

 集合場所・時間  関シティターミナル 午前 8時 20分 ／ 担当 社会奉仕委員会 

 

 

 

 

＊国歌「君が代」斉唱 

＊ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱 

＊Ｒ情報委員会 佐藤委員長「四つのテスト」唱和 

＊会長あいさつ 波多野篤志会長 

本日は、8 月度の第 1 回目の例会で

す。毎日、暑い日が続いています。

体調管理には、十分注意を払ってい

ただきたいと思います。 

平成 30年 7月豪雨から 1か月が経とうとしていま

す。あれ以来台風はかすりましたが、まったく雨と

いう雨が降っていません。まさに異常気象です。今

回の降雨の特徴は、これまでが局地的短期的集中豪

雨でしたが、今回は、広域的長期的集中豪雨という

ことでした。しかし、武儀・上之保の災害は、その

中でも局地的短期的集中豪雨の結果だと思いま

す。 雲の流れ方や滞在の仕方で一気に情勢が変わる

のでなかなか通常の判断ではわからない状態だと思

います。いざという時の対処の仕方に考えさせられ

るものがありました。 

よくテレビで報道されています台風などの災害時

にニュースで「避難指示」や「避難勧告」という言

葉を耳にします。他にも「避難準備情報」というも

のもあります。これらはどんな時に発令され、どれ

が一番、緊急性が高いのでしょうか？ 

■避難準備情報とは？ 

 避難勧告や避難指示を行うことが予想される場合

に、それに先立ち発令されます。被害が予想される

地域の住民、特に高齢者などの避難に時間がかかる

人に早めの避難を呼びかけるものです。  

しかし、実際はなかなか避難してもらえないのが実

態です。 

■避難勧告 

 災害による被害が予想され、人的被害が発生する

可能性が高まった場合に、発令されます。指定され

前例会の記録 第 1947回 2018年 8月 2日（木） 

Ｃ．Ａ 新年度活動方針 ／担当 会長・幹事会 

2018～2019年度 関中央ロータリークラブ会長テーマ 

「自ら行動するロータリーへ！」 



た避難所など安全な場所への避難を勧めるためのも

のですが、避難を強制するものではありません。  

■避難指示 

 状況がさらに悪化し、災害によって人的被害が出

る危険性が非常に高まった場合や人的被害が発生し

た場合に発令されます。避難指示が出た場合は直ち

に避難しなければいけません。ただ避難しなかった

人に対する罰則規定などはありません。  

ちなみに「避難命令」という言葉を聞くこともあ

りますが、日本では法律に基づく「避難命令」はあ

りません。法律で規定されているのは「避難指示」

と「避難勧告」のみです。「避難準備情報」は法律

による根拠こそありませんが、自治体が地域防災計

画に基づき発令するそうです。今回の災害で、関市

は避難情報を出すのが遅かったと一部で言われまし

た。しかしそれぞれに何か基準があって（水位計や

雨量計など）発令されるわけではありませんので、

あくまでも担当市町村長や県知事の判断になると思

われます。やはり想定できない災害には日ごろから

個々に備えなければいけないのかと思う今日この頃

です。いろんな業界の方のいろんな経験や意見を聞

き、幅広い知識の中で判断できるように成りたいと

思います。 

＊新会員入会式 

森 敬君  ㈱ＭＯＲＩＫＥＩ 代表取締役 

職業分類 自動車修理販売業 

この度入会しました㈱ＭＯＲＩＫＥＩの森 敬と申

します。よろしくお願い致します。ご紹介して頂き

ました通り自動車の修理販売などを西部地区でして

おります。また、こがねだ新聞販売㈱も経営してお

ります。先輩方にご指導頂きながら積極的に活動に

参加させて頂きたいと思います。どうぞよろしくお

願いいたします。 

＊ニコボックス委員会 古田育則委員長 

【基本方針】会員及びお客様から日常的な事から、

特別な出来事まで、歓喜、感動、感謝の気持ちを気

軽に投函していただき、これを披露し、和やかな例

会の雰囲気作りに努める。 

【事業計画】 

1.会員が気軽に投稿出来る雰囲気作りに努める。 

2.ニコボックスへの投稿受付、披露は会員交代で行

う。 

3.持ち出し例会でのニコボックスの開設は随時行う。 

4.投函会員の気持ちになって心を込めて披露する。 

＊雑誌・広報委員会 尾崎将之委員長 

【基本方針】ロータリークラブの奉仕

プロジェクトや活動内容などの情報

を、ホームページを開設し、地元の

人々に発信し、当クラブの存在を地域

社会に広く認識してもらうことで、会員の増員およ

び維持に努める。 

【事業計画】 

1.ホームページを開設する 

2.「ロータリーの友」、「ガバナー月信」および「会

報」を会員に配布する。 

3.当クラブの奉仕プロジェクトや活動内容を事前に

マスコミ等に伝え、ロータリークラブをアピールす

る。 

4.会員にロータリー徽章（襟ピンなど）の着用を徹

底させる。 

＊出席委員会 山本義樹委員長 

【基本方針】クラブ会員に出席規定

を理解していただき出席率の向上を

図る。会員同士の情報交換及び友情

を深め、奉仕活動、親睦活動への積

極的参加をサポートする。 

【事業計画】 

1.出席率の向上を図り、例会に協力する。 

2.メークアップをされた会員をクラブ会報に記載す

る。 

3.出席率上位の会員には、記念品を贈り表彰する。 



4.出席の受付は出席委員の当番制で行う。 

私が入会した時には、ロータリーはまず出席からと

言われました。出席率の向上を図っていきたいと思

います。どうぞよろしくお願いします。 

＊会員基盤増強維持委員会 

波多野好文委員長 

【基本方針】新入会員の入会の促

進を行い、活気あるクラブになる

様に努める。 

【事業計画】 

1.目標を設定して、会員増強に努める。 

2.会員に入会候補者を推薦してもらい、例会への出

席を推進する。 

3.退会を防止する（特に例会に来なくなった人） 

4.女性会員、家族会員の入会を促進する。 

5.地区の増強目標にならい、増強に努める。 

6.地区の増強セミナーに積極的に参加して情報を交

換する。 

7.ＪＣ、商工会青年部とのつながりを継続する。 

＊職業分類委員会 波多野好文委員長 

【基本方針】未充填の職業分類の会員確保に努め、

新会員を推薦する。 

【事業計画】 

未充填の職業分類表を作成し、会員に見てもらい、

新会員の推薦を促進する。 

＊会員選考委員会 波多野好文委員長 

【基本方針】推薦された会員候補者がロータリアン

として活動出来るかどうか判断し、人格及び社会的

地位などを調査して、理事会に報告する。 

【事業計画】 

推薦者を信頼するが、以下の項目を総合的に判断す

る。 

・奉仕活動に理解があるか。 

・例会や諸行事に積極的に出席できるか。 

・職業人として評判は良いか 

・好意と友情を深めることができるか。 

7月 29日にセミナーがありましたので報告したいと

思います。都ホテルで開かれ、伊佐地司職業奉仕委

員長と一緒に参加しました。内容は職業奉仕につい

てが主でした。今回は 2002～2003年度ガバナー、岐

阜ロータリークラブの服部芳樹さんが6月 29日に87

歳で亡くなられたということで、追悼セミナーとし

て行われました。急に亡くなられたということで、

このセミナーで基調講演を行うよう原稿も作られて

いたようです。遺稿を地区職業奉仕部門委員の岐阜

エトスロータリークラブ 北川宥智さんが代読され

ました。 

また国際2800地区の山形県の寒河江のパストガバ

ナーの鈴木一作さんの「私の考えるロータリー」の

講演がありました。なぜ山形県かといいますと、山

形県は人口に対して一番ロータリアンが多いそうで

す。内容は職業奉仕とはどんな奉仕かということで

した。4大奉仕は、国際奉仕、青少年奉仕、社会奉仕、

職業奉仕があります。国際奉仕と青少年奉仕はよく

わかると思います。今回は社会奉仕と職業奉仕との

違いは何かということを言われました。違いはない

ということで職業奉仕をすれば、社会奉仕になると

いう内容でした。 

＊ロータリー財団委員会 

 西田健一委員長 

一昨年から引き続き財団委員長

を勤めさせていただいています。7

月 21 日に財団セミナーがありまし

たが、波多野会長が前回例会の会長挨拶の中で素晴

らしい発表をしていただきましたのでそのことは、

割愛させていただきます。 

今年度財団の資金を使う行事に対する地区補助金

が財団より振込まれました。これを使った事業が 8

月 7 日行われる予定です。それでは、財団の方針等

について発表させていただきます。 

基本方針としましては R 財団の標語「世界でよい

ことをしよう」と、R 財団の使命「ロータリアンが、

人々の健康状態を改善し、教育への支援を高め、貧

困を救済することを通じて、世界理解、親善、平和

を達成できるようにすること」の考えのもとに次の

具体的な活動を実践する。 

○財団寄付の推進 

○人道支援事業への参加と推進 

○ポリオ撲滅活動の推進 

○財団の補助金の有効活用 



事業計画については 

1. 全会員、１人 150ドル(年次寄付)、ポリオ・プラ

ス寄付 30ドルを行う。 

2. 地区補助金を利用し、ロータリー財団の使命を達

成できるよう会員全員で具体的なプロジェクトを考

え、次年度達成を目指そう。 

3. ロータリーカード未加入者に加入を推奨する。 

であります。皆さんのご協力よろしくお願いいたし

ます。 

尚、次回の財団セミナーは 10月に開催されますが

補助金は次年度の行事が対象ですので次年度の会長、

Ｒ財団委員長が出席されたほうがよろしいかと思い

ます。 

＊プログラム委員会 吉田和也委員長 

【基本方針】会長・幹事と各委員会の協力を得て、

事業計画に沿った内容とし、会員にとって楽しい例

会になる様なプログラムにする。 

【事業計画】 

1.年間の例会予定表を作成する。 

2.各委員会には、出来るだけ早く担当例会の案内を

出し、内容を知らせてもらうようにする。 

3.会員同士の理解を深めるため会員卓話を多くして

いきたい。 

＊出席委員会 

会員数 33名、本日の出席 24名です。 

＊ニコボックス委員会 

・会長・副会長・幹事 

本日は新入会員 森 敬君の入会式です。みなさん

のロータリーの魅力を１人でも多く伝えていただき

たいと思います。 

・森 敬君 

今回からお世話になります。よろしくお願いします。 

・小澤重忠君 

Ｃ．Ａ新年度活動方針報告の皆さんご苦労さまです。 

24名のご投函ありがとうございました。 

＊幹事報告 

例会終了後、理事・役員会を行います。 

＜次例会の案内＞ 

第 1949回 2018年 8月 9日（木） 

ガバナー公式訪問 3ＲＣ合同例会 担当：会長・幹事 


