第 2201 横浜港南ロータリークラブ週報
2020．12．16．[水] 第 2444 回例会報告
◎司 会
◎ロータリーソング
◎ソングリーダー
◎ゲスト
港南消防署長
◎出席報告

宮下ＳAA 委員
なし
なし
金井 保子様
瀧委員長

会 員 数 出 席 者 出席率 前回
前月
数
修正率
平均率
30(5)名 24(4)名
82.7%
82.7%
82.4%
（ ）内は出席免除会員数
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◎ 会長報告
① 本日は今年最後の例会です。コロナ禍なので、月
に２回の例会で、外へ向けての公式行事は一切あ
りません。２月まではこの体制を維持しますが、今
後どのようになるかわかりません。
当クラブのように第５グループで例会を減らしてい
るクラブは１０クラブ中３クラブ。例会をズームでや
りたいと思っているクラブは１～２クラブありました。
旭ＲＣの会報は定型部分１枚紙ですが、ホームペ
ージに会長の様子をビデオ撮影したものを保存し、
リンクから見てもらう形などありますので参考にした
いと思います。当クラブは重鎮の会員が２名やめら
れて、今変化の時です。中期の展望を確立していく
『戦略委員会』のような委員会を作ろうと考えていま
す。入会歴３年未満の方やその他興味のある方で
研修会を１～３回ほど行いたいと思います。
② 後ほど青柳幹事から理事会報告をして頂きます。

③ １１月２５日にズームでのロータリー研修会があり、
ＲＩ会長のクナークさんと日本理事の辰野さん他の
ご挨拶がありました。現地の会場に行く手間を考え
るとズームの手法もメリットがあると思いました。
④ 大井さんから後ほど報告があります。
⑤ 毎年１２月にはクリスマス家族例会を行いますが、
今年は開催出来ないため、クリスマスプレゼントを
皆さんのご自宅へ送ります。

◎ 幹事報告
① １２月３日の会長・幹事会の報告をします。
・ 次年度のガバナー補佐について、横浜港南台ＲＣ
の田實さんが就任予定でしたが、健康上の理由で
退会されましたので、今年度の下山ガバナー補佐
が連続で次年度も就任されることになりました。
・ 当クラブがガバナー補佐と青少年交換学生の担当
クラブになる予定は、ガバナー補佐が２０２７～２８
年度。青少年交換学生２０２４～２５年度となる予定
です。(年度は変わる可能性があります)
・ 来年２月１1 日『関内ホール』にてＩＭが行われます。
１３時受付１４時開始となります。
◎ 委員会報告
① お知らせ
飯島会員
横浜市から、新型コロナウイルス感染症の影響で
事業収入が減少した中小事業者等に対する固定資
産税の軽減措置の特例適用の申告期限は令和３
年２月１日です。前年度と今年度の任意の３ヶ月の
売上を比較し、３割売り上げが下がってしまった事
業者は来年度の建物についての固定資産税を２分
の１、売り上げが半分以上減ってしまった場合は固

定資産税がゼロとなります。期日までに、特例申告
書に記載後、認定支援機関等(銀行や会計事務所)
で確認を受け、横浜市に提出後受理されると来年
度軽減されます。対象の方は期日までに申請され
ると良いと思います。
② Ｒ財団セミナー
大井会長エレクト
Ｒ財団セミナーに出席してきました。改めて、ロータ
リーの活動はクラブ独自の活動と、もう一つは、私
達の寄付を原資とするＲ財団や米山の活動、この２
本立てがあってはじめてロータリーの活動なのだと
再認識して来ました。来期は私が会長を務めさせて
頂きますが、活動を考える際に有益な内容でした。
③ 『ガバナー月信』について
大井会長エレクト
『ガバナー月信』１１月号にロータリー財団月間とい
うことでガバナーの言葉が掲載されています。少し
気になった部分があるのでお聞き下さい。
『１１月はロータリー財団月間です。私共にとりまし
て子どもは宝です。その子供たちの命を奪うか、障
害者として一生送るかの堪えがたい疾患がポリオ
です』
この中の『障害者として一生を送る』ということが
いけないのでしょうか。不自由や不便なことは確か
にあると思いますが、それが不幸なことなのかはべ
つものだと考えます。障害を持っている方、障害を
持っていないにかかわらず、人としてどう見ていくの
かを考えていかなければいけないと思います。皆さ
んと共有出来たら良いと思いました。
そして、ポリオウイルスは便を介して媒介します。保
育園では排泄介助時は使い捨ての手袋をするのが
当たり前です。便を介して感染する病気が子供は
特に多く、ウイルスは長期間(２～３ヶ月ぐらい)排出
されます。皆さんもお子さんやお孫さんの排泄介助
時は手洗いを丁寧にして頂きたいと思います。
◎ 『事前の防災』

港南消防署長 金井保子様

港南消防署長の金井でございます。
日頃より皆様には地域事業所で防火・防災にご協力い
ただき本当にありがとうございます。 本日は防災につ
いてお話しさせて頂きます。
防災は、読んで字の如し、災いを防ぐということです。
しかし、災いは、いつ、どのような形で私たちの周りに
発生するかわかりません。今年の１月から発生した新
型コロナウィルスは、瞬く間に全世界に広がってしまい
ました。この災いを防ぐには、何が必要だったのでしょ
うか。ワクチンの製造、うがいやマスクかもしれません。
新型コロナウィルスが広がる一方、手洗いや消毒が功
を奏してか、インフルエンザの発症者が減少したのです。

コロナが発生する前から、インフルエンザを予防する
ためには、手洗いやうがい、消毒を実施することが大
切なことだということは、何年も前から言われていまし
た。事前に対策をすることで、災いから逃れることもで
きるのです。
防災とひとくくりに言われますが、防災には事前の防
災と事後の防災があると言われています。
事前の防災とは、災害から命を守るために備えること。
(耐震化、教育)事後の防災とは災害の後に生き延びる
ために備えることです。(非常食、避難施設の確保)
事前、事後とも大切ではありますが、特に事前の防災
が充分であるかどうかが、災害の被害の程度を大きく
左右すると言われています。
昨年台風１５号が９月９日に上陸した時と、台風１９号
が１０月１２日に上陸した時では被害の状況は大きく違
いました。台風１５号は横浜市内の湾岸地域である金
沢区の護岸が崩れ、海水の浸水があり、多くの事業所
で被害が発生しました。想定外と言われた１０メートル
の高波だったことで、約７５０棟の工業団地内の事業所
が被災しました。その経験もあったことから、１９号が上
陸予測されたときは、土嚢の準備や窓ガラスの養生な
ど、台風に対する備えを多くの皆様が実施したことで、
被害は最小限に抑えられたのです。
日本は自然災害の多い国です。しかし、災害の多くは、
いつどのような状況で発生するかは予測ができません
し、防ぐ事は難しいです。ただ、災害に備え、事前に準
備や学習をする事は、人間が努力すればできることで、
非常に大切なことなのです。日本の防災は、住民の命
を守る行政の設置責務であるという法体系になってい
て、国民もそのことを当たり前のものとして受け入れて
いるのが実情です。
災害対策基本法を見ても、３条は国の責務、４条は都
道府県の責務、５条は市町村の責務の条項ですが、国
民の命を守る責務は国にある、都道府県にある、市町
村長にあると書いてあります。ですから、国民は自分の
命を守る責任は行政にあるという考えが、今でも脈々と
続いています。
国民を守る災害対策基本法により、防災インフラが整
備され、災害の被害を減少させることができました。し
かし、その一方で、行政が自分を守ってくれるという社
会通念の定着をもたらしてしまいました。それによって、
一人ひとりが災害に向かい合っているという当事者感
覚が低下し、自らが自分の命を守ろうとする自助や自
己防衛の意識の低下がおこってしまっています。このよ
うに、災害に対して過保護になっている大人が非常に
多い中、自分の命を守るという主体性のある姿勢を取
り戻してもらう事は非常に難しいです。地震が来てもこ
のくらいの揺れなら、雨もこのくらいなら大丈夫という自
己の勝手な経験則と行動は、なかなか変えることがで
きません。そこで、大人に災害に対応する意識を変え
てもらうのではなく、これからは子供の時から防火防災
の意識や知識を身に付けてもらい、大人の背中を押す
力となってもらうと同時に、災害から自らの命を守ると

いう意識を持った大人になって欲しいのです。
災害はいろいろありますが、今日は地震についてお
話しさせて頂きます。地震の基礎知識についてはお時
間があれば最後にお話しさせて頂きます。
皆さんが経験された大きな地震はどの地震ですか。
ずっと関東に住んでいらっしゃる方は、東日本大地震で
しょうか。私は平成１７年に発生した新潟県中越沖地震
が一番大きな地震です。これから話す地震は覚えてい
ますか。
『日本海中部地震 昭和 58 年 5 月 26 日 11 時 59 分』
秋田県の沖合約８キロの海底でマグニチュード７．７の
地震が発生。男鹿半島の加茂青砂海岸に遠足で来て
いた小学生４５人のうち１３人が死亡。地震から７分後
に津波の第一波が到達し、海岸でお弁当を広げた小学
生が犠牲になりました。津波警報は地震発生から８分
後の 12 時 14 分に発令されました。
『北海道南西沖地震 平成 5 年 7 月 12 日 22 時 17 分』
北海道南西部で、マグニチュード７．８の地震が発生。
地震から３分で津波の第一波が到達し、最大約３０メー
トルの巨大津波が奥尻島を飲み込みました。この地震
では、２２６人の犠牲者が発生しました。この地震が起
きた時、奥尻島の住民は１０年前の日本海中部地震を
思い出しました。しかし、日本海中部地震の時は地震
が発生してから、１７分後に津波が来たのでまだまだ大
丈夫という気持ちがあり、避難が遅れたのではと考えら
れます。
『東日本大震災 平成 23 年 3 月１１日 14 時 46 分』
東北地方を中心に、マグニチュード９．０最大震度７。
地震の揺れは２分から３分でした。３時から４時にかけ
て高さ９メートルの津波が発生し、死者行方不明合わ
せて１８４２７人の犠牲者が発生しました。ほとんどの犠
牲者が津波によるものでした。また、この地震による関
連死も含めると２２，０００人の犠牲者が発生しています。
この３つの地震では、津波による犠牲者がとても多く発
生しています。何度も何度も、地震が発生し津波により
多くの被害者が出でおりますので、地震があれば津波
が来るとわかっていました。しかし、人間はいつしか災
害の怖さを忘れてしまい、また大きな被害が出るという
ことが繰り返されてしまっているのです。今日は災害に
対する対応能力を幼い頃から身に付けることを学習し
てきた子供たちが、奇跡といわれる行動で災害から自
分自身だけではなく、多くの人を助けた話を皆様に聞い
ていただきたいと思います。
東日本大震災で大きな被害のあった岩手県釜石市。
釜石市全体では死者行方不明者は１０００人を超えて
います。しかし、この地域で『釜石の奇跡』と呼ばれたこ
とがあったのです。
地震による「津波常襲地域」と言われた釜石市は、
１８９６年三陸地震の津波で人口６５００人のうち４０００
人が犠牲になりました。度重なる津波被害に悩んで釜
石市は、２００４年から群馬大学の片田教授の指導を
受けつつ、市内の小中学校１４校全てに防災教育を導
入し、児童生徒の防災意識の改革に取り組みました。

事前の防災である、教育を継続して実施することにした
のです。その教育が始まって８年経った時に発生した
のが、地震の想定を遥かに超えた東日本大震災でした。
この中でも特に隣り合った、釜石東中学校と鵜住居小
学校の避難についてお話しします。
『地震発生 14 時 46 分』
地震発生時、釜石東中学校の生徒は今までに経験し
たことのない大きな揺れを感じて、自らの判断で「津波
が来るぞ」「逃げろ」と口々に叫びながら、一次避難場
所に指定されていた、福祉施設「ございしょの里」をめ
がけて坂を駆け上り避難を始めました。釜石東中学校
は、釜石市が配布したハザードマップでは「津波浸水区
域外」に位置していましたので、津波が学校まで来ると
想定していなかったはずです。同じ頃、釜石東中学校
の隣にあった、鵜住居小学校の児童は、津波に備えて
校舎３階に避難しました。しかし、中学校の「逃げろ」と
いう大声と、一緒に山に向かって逃げる姿を見て、児童
たちは躊躇することなく小学校を飛び出して、中学生を
追いかけて懸命に走り出しました。中学生が低学年の
小学生の手を引きながら避難をし、避難の列には、福
祉施設「ございしょの里」へ向かう途中、地元の保育園
児や近所のお年寄りたちも合流していました。中学生
たちは足腰の弱いお年寄りを助け、園児たちが乗った
お散歩カートを押しながら坂道を駆け上りました。恐怖
に怯える園児やお年寄りを励ましながら、中学生たち
は、「助けられる人から、助ける人へ」という避難訓練で
の教えを守った行動を実践したのです。駆け上りながら、
来た道を振り返ると、既に津波により土煙が立ち上がっ
ていたそうです。
『地震発生から 10 分。14 時 56 分』
小学生、中学生、お年寄り、園児の集団は、中学校か
ら約７００ｍ離れた福祉施設「ございしょの里」に到着し
ました。７００ｍの坂を避難するというのは大変だったと
思います。息つく暇もなく、中学生が、裏山の異変に気
が付きました。それは避難した施設の裏山にある岩肌
の一部が崩れかけていたことに気づいたのです。この
時、生徒が教師に「ここも危険だから、もっと高い所へ」
と進言したそうです。そして、全員で更に高台にある介
護施設に向かって再び走り出しました。その直後、ござ
いしょの里は津波に飲み込まれたそうです。
『地震発生から約 29 分。15 時 15 分』
次の避難場所である、目指したデイサービスのある介
護施設に着きました。列の最後尾にいた小学生たちは、
介護施設に到着直前津波に追いつかれてしまいました。
しかし、子供たちはとっさの判断で山をよじ登って津波
から逃げ切りました。
地震発生から約２９分後の３時１５分、無事に全員が
合流して、点呼取り始めた時、下から「津波が堤防超え
たぞ」という叫び声が聞こえたそうです。ここも危ない、
波から逃げろ。
子供たちは迫りくる津波の恐怖と闘いながら、さらに高
台にある石材店まで駆け出しました。教師たちは「逃げ
ろ」「自分の命は自分で守れ」と大声で叫んでいたそう

です。
『地震発生から約 45 分。15 時 30 分ごろ』
小学生と中学生の約５７０人は走り抜き、全員自らの判
断で命を守り抜きました。想像もできない恐怖だったと
思います。そんな中で周囲の避難者を助けながら避難
したこと、子供たちが主体的な判断のもとで津波から逃
げ切った事実は、長年にわたり実施された防災教育の
取り組みの成功例だったと思います。
東日本大震災では、多くの子供たちも犠牲になりまし
た。中には避難が遅れて全校児童の７割が犠牲になっ
た小学校もありました。
釜石市では死者・行方不明者数は１０００人を超えて
います。しかし、釜石市市内の小・中学校に通う児童・
生徒の２９２６人中、学校を休んでいた等で、学校管理
下にいなかった５人を除く２９２１人は全員無事で、釜石
の小・中学生の生存率は９９．８％だったのです。この
子供たちの見事な避難行動が「釜石の奇跡」と呼ばれ、
海外でも賞賛されました。
避難行動も、高学年児が低学年児やお年寄りの手
を引いて避難したこと。一刻を争う不安の中で、それぞ
れの判断で、自らの考えで命を守ったこと。この行動は、
単なる防災教育で防災意識を高めただけでなく、「人間
自身を大きく育てる」という重要な側面もあったと思いま
す。何年もかかりますが、防災力を身に付けた大人に
なってもらうため、これからも消防として地道に子供た
ちを対象とした、防災の指導を実施していきたいと考え
ます。因みに、この鵜住居小学校の生徒の中に、今港
南消防署で勤務する２１歳の職員がおります。彼は小
学校低学年の時から地震と津波の授業を受け、避難
行動が身に付いたと言っています。津波に追いつかれ
そうになり、山によじ登ったのも彼でした。彼はこの体
験で、人間の力は小さいと感じ、如何に防災教育が大
切かと感じ、消防での仕事を選び、防災教育の必要性
を伝えていきたいと言っています。
子供の頃からの防災教育が大切なのは皆様にもわ
かって頂けたと思います。しかし、学校だけで防災教育
を実施していても効果はあまりないのです。
皆さんに質問します。今ここでぐらっと地震が来たら、
最初に何をしますか。
私たちは、子供たちに地震から身を守るように、テー
ブルの下などに身を隠すように指導しています。しかし、
どうでしょう、皆さん少し揺れた位では自分の経験則と
いう曖昧データ－を発動し、このくらいなら大丈夫と何
もしないのではありませんか。そんな皆さんを子供たち
が見ているのです。それを見た子供たちはどう考えるで
しょう。学校で教わった防災教育は「多分正しいことな
のだろう」と思ってはいます。しかし、大人が身を守って
いないのだから、大丈夫なのだと考えてしまいます。
せっかく学校で防災教育をしても、家庭の大人の姿勢
で無意味なものになってしまうのです。ですから、大人
が正しい姿を子供たちに見せながら、防災教育をして
いかなければならないのです。学校での防災教育を中
心に捉えながらも、家庭や地域の方々も加わり、みん

なで事前の防災を推進していかなければならないので
はないかと思います。そして、防災知識と技術を持った
子供たちが育っていき、一人ひとりの日本人が自助の
意識を高めていかなければならないのです。人任せで
はない自助という意識を育てていかなければならない
のです。１００回の地震で空振りがあるかもしれません。
しかし、１０１回目に大地震が来るかもしれません。そ
のためにも、防災教育を充実させ、災害の教訓をしっ
かりと後世に伝えていくことが、私たち大人に今できる
事と考えます。

◎ ニコニコボックス

宮島(史)親睦委員

平山会長
あっという間に今年最後の例会となりました。
港南消防署長金井保子様ようこそいらっしゃいまし
た。
青柳幹事 上杉会員 豊場会員 小後摩会員
松村会員 天野会員
港南消防署長金井保子様ようこそいらっしゃいまし
た。
大井会員
今日は朝８時の保護者面談からはじまりました。
例会終了後、オンライン授業ですが、今回は松村会
員にもご協力頂き、オンラインでシンポジウムをしま
す。松村会員よろしくお願い致します。
根本会員
金井署長、昨年の当クラブ５０周年では大変お世話
になりました。
福嶋会員
朝夕だいぶ寒くなりましたが元気でおります。
消防署長金井様ようこそいらっしゃいました。
市川会員
横浜市港南消防署長金井保子様卓話有難うござい
ます。
会員の皆様、良いお年をお迎え下さい。
坂巻会員
消防署長金井保子様の卓話を楽しみにしておりま
す。
Ｇｏ-Ｔｏキャンペーン、とても残念ですがしょうがない
ですね。
海野会員
今年もあと１５日です。あっという間でした。コロナコ
ロナの一年です。
港南消防署長金井保子様の卓話を楽しみにしてお
ります。
ニコニコボックス本日合計
１４，０００円
ニコニコボックス 累 計
４６５，０００円
◎米山チャリティボックス 宮下米山奨学委員長
大井会員 坂巻会員 平山会員 宮下会員 ４名
米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計
８，０００円
米山チャリティボックス累計
１３４，０００円

◎１月の予定
１月６日(水)
１３日(水)
２０日(水)
２７日(水)
◎ 会報

会長年頭所感挨拶
休会
クラブ協議会
夜間親睦会(自由参加)『北京飯店』

市川会報委員

