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得ない事情で退会を決めている方がいらっしゃい

◎司 会
宮下ＳAA 委員
◎ロータリーソング
なし
◎ソングリーダー
なし
◎ゲスト セブポートセンタ－ＲＣ 小池雅生 様
◎出席報告
宮島(史)委員

考えている方がいらしたら、今一度考えて何とか踏

会 員 数 出 席 者 出席率
数
30(5)名 24(5)名
80.0%
（ ）内は出席免除会員

前回
修正率
86.4%

前月
平均率
86.4%

ますが、コロナ禍の為活動意欲がなくなって退会を

みとどまってほしいと思います。そして、本年度で
事務局の大塚さんが辞められますが、新しい中山
さんを皆で支えて、クラブ一丸となっていきたいと思
います。
④ 今年度中に戦略委員会の候補者を決めたいと思
いますので、第一回目の候補者を私が発表させて
頂きます。根本会員・海野会員・宮下会員・國光会

◎ 会長報告

員。オブザーバー顧問八木会員・山野井会員。

① 前回の例会で、当クラブから港南区医師会へクオ
カードを贈呈しました。その記事が４月２８日の神

◎ セブポートセンターＲＣ 小池雅生様より

奈川新聞・はまかぜ・タウンニュースで掲載されま
した。八木会員・山野井会員・櫻井会員にはいろい
ろ調整して頂き有難うございました。
② 一昨日、５月の理事会を行いました。後程青柳幹
事より報告して頂きます。
③ 年度末になり、転居や高齢・体調不良等のやむを

４月２８日に日本に戻ってまいりました。今回は飛行機
に乗る前と成田でＰＣＲ検査を受けました。空港近くの

ホテルに３日間監禁状態で、それからＰＣＲ検査をして

◎ 委員会報告

から帰れました。ホテルを含めて１４日間自宅待機で、

① ５０周年の繰越金について

スマホにもアプリを入れて体調の報告をしなければなら
ず大変でした。セブでは少しずつ感染者が減少してい
ますが、変異株がセブに来ていないのかもしれません。
フィリピンではワクチン接種者はたくさんいて、お金持ち

山根会計委員

以前、５０周年記念事業について、中間報告があっ
たと思います。その際の余剰金 1,317,567 円で定期
預金を作成しましたのでご報告します。
② ロータリー財団委員会

北見委員長

や工業団地の人たちは希望すればワクチンを打つこと
が出来ます。こんな時ですが、連絡を取り合い今まで
築いた絆を途絶えぬよう頑張りたいと思います。

今年度の年会費支払方法をＢにされて、Ｒ財団や
米山の寄付をまだされていない方がいらしたら、是
非ご協力お願い致します。

◎ 幹事報告

③ 親睦委員会

① ５月１０日の理事会報告をします。

＊ 会員誕生日祝

・

例会は引き続きコロナ禍の為、月二回となります。
５月２１日（水） 港南区長 栗原敏也様
６月 ２日（水） 会長・幹事本年度総括
１６日（水） 18：30～最終夜間例会『北京飯店』
（まん延防止のため 18 時に変更の可能性あり）

・

海野委員

大井会員（２１日）
＊ 会員入会記念日祝
宮島（秀）会員（８日）・青柳会員（１０日）
＊ 配偶者誕生日祝
青柳さつき様(３０日)

２５９０地区の地域支援として『子ども食堂』へ寄付
を行います。今２ケ所ほど選定していますが、５月
２０日までに寄付先を訪問し目録を渡します。寄付

◎ 『首都圏直下地震について』

小後摩会員

先が決まりましたら、ご報告致します。
・

青少年奉仕委員会より、
港南区少年野球大会の授与メダルを毎年カトウス
ポーツで作成していますが、デザインが変わり２～
３万値上げになります。特別会計から値上げを含め
た形で支出することが承認されました。

・

コロナの為に、６月１２～１６日に台湾で開催予定
であった国際大会がバーチャルで行われます。回
覧していますが、参加希望の方は登録をお願いし

前回（２０２０年１０月７日）は南海方面の海溝型巨大
地震の発生に関する事と、現在までの地球の変動に関
する研究と理論等についてお話しをしました。
２０１１年には、東北地方太平洋沖で、超巨大地震が発

ます。
・

第４９回ロータリー研究会がコロナの為、バーチャ
ルで行われました。その DVD が届いていますので、
ご覧になりたい方は事務局までお願いします。

生し、関東地方でも大きな揺れを体験しました。
最近、地震活動で最も気になるのは、最も近くで発生
されると思われる首都圏直下型地震ではないかと思い

◎ 『ロータリーについて』

ます。

高森名誉会員

現在まで発表されている地震発生確率は、上記いずれ
も「３０年以内に７０％」と発表されています。(東南海地
震 ２０１１年より３０年以内、首都圏直下地震、２０１３
年より３０年以内の発生確率)
昨年６月末に健康を損なって退会届を提出させて頂
関東地方の地震経歴で見ると、最も大きかったのは
１７０３年の元禄地震(マグニチュード 7.9 から 8.2)と、
１９２３年の関東大地震(マグニチュード 7.9)ですが、こ

きました。平山会長・青柳幹事・理事や会員の皆さんの
ご厚意で、昨年秋に名誉会員へ留まって頂きたいとお
話を頂きました。私は何のとりえもない若輩者です。受

れらの震源地は、海溝型震源域で、いずれも相模湾よ

ける資格もありませんがお受けした次第でございます。

り房総半島先端部に向かってが震源域で、同じ領域で

２００６年の八木会長の時に私はガバナー補佐に就

発生したことがわかります。(元禄地震より２２０年後に

任致しました。その時のガバナーは川崎ＲＣの斉藤次

関東大震災が発生している)

郎さんでした。ロータリーはもう２７年も会員減少が続い

今回の首都圏直下地震の想定は、関東地方直下の
フィリピン海プレート内部で発生するプレート内の地震
と想定され、都心南部直下で発生し、マグニチュード 7.3

ています。３０００名いた日本のロータリー会員が現在
は２０００名を切っています。そういった話をした時に、
誰も取り合ってくれませんでした。パストガバナーは就
任すると自分の年度しか考えないのです。世界のロー

と想定されました。

タリアンの中で、日本は何でも断トツ一位なのです。資

尚、首都圏直下地震の被害想定については、現在まで
に下記の３つの想定が発表されています。

金の拠出についてもです。日本のパストガバナーが結
束して、もっと地域に目を向けることが出来なかったこ

① ２００４年に発表された内閣府の被害想定

とが悔いに残っています。しかし、現実はそんなことを

② ２０１２年に発表された東京都の被害想定

言っている時ではありません。親クラブは横浜南ＲＣで

③ ２０１３年に発表された内閣府被害想定

すが、１５年くらい前まで横浜南ＲＣは会員が１００名を

本日は首都圏直下地震の要点として、下記の事項につ

切ったことはありませんでした。しかし、現在は４０名を

いてお話ししたいと思います。

切っています。横浜港南ＲＣはだいたい４０名くらいでし

Ⅰ.（P１～２）日本列島の地球上の位置と
地球を覆う「プレート」との関係
Ⅱ.（P３～５）首都圏直下地震の主な要因

たが、一番会員が多かったときは５５名くらいでした。
１００名以上いたクラブが４０名を切ってしまうなら、本
来なら、横浜港南ＲＣなら消滅してしまうのでしょう。ロ
ータリーの皆さんが努力されている熱意を私は高く評

Ⅲ（P６～１０）過去の大地震の発生状況
Ⅳ.(P１０～１５)今後の首都直下地震の被害想定
Ⅴ.(P１５～１６)地震発生時の対応について
（資料は配布済みの為割愛させて頂きます）

価しています。私はロータリーをこれからも存続させる
ために港南区の住民にロータリーの素晴らしい主旨を
港南区の住民に広報することが必要です。殆どの方は
知っていないと思います。例えば、港南区の区連会か

ら福祉保健計画、全てのことについて時間がなくて、町

小後摩会員の卓話を楽しみにしています。

内会などお時間がなくて、出来ないというのが現実だと

会員入会記念日祝と配偶者誕生日祝を頂きまして

思います。

ありがとうございました。

ロータリーの主旨をどうしたら良いのかというと、連
合は１５の区連会なのです。そこにロータリーの素晴ら
しい主旨を会員に理解してもらい、連合の会長以下役
員がそれぞれの自治会町内会の地縁組織に浸透させ
ることが、ロータリーの会員減少の歯止めになる手段だ
と思います。皆さんの情熱を区民の方々に理解をして
頂くことが大事です。ロータリーが行っていることは非
常に素晴らしいのです。しかし、これを知っている人は
ほんの一部です。長丁場になりますが、これを根気よく
やる。やっていくには区長にもご理解して頂き、そして、
ご協力頂くには、区連会の１５の連長さんを通さなけれ
ばいけません。それが、ロータリーが会員増強するた
めの要素になると思います。私もできるだけ最大限の

小後摩会員
本日は私にとって最後の卓話となりましたが、よろし
くお願いします。
高森名誉会員
本日は皆さんの顔が拝見できてうれしいです。
（ニコニコに協力して）
福嶋会員
小後摩先輩・高森先輩のお話楽しみです。
市川会員
セブポートセンターＲＣ小池様お久しぶりです。
小後摩会員本日は卓話を有難うございます。元気
に頑張ってお過ごし下さい。
高森名誉会員卓話を有難うございます。
山野井会員 坂巻会員

努力を致しますが、皆さんも熱意と情熱で横浜港南ＲＣ

小池様・高森様お久しぶりです。お会いできてとても

の会員が増強できるように努力をお願いします。また、

うれしいです。

資料を持って来て、皆さんに配布したいと思います。
そろそろ時間となりました。ありがとうございました。

櫻井会員 佐々部会員 海野会員 豊場会員
淺井会員 宮島（史）会員 宮下会員 大井会員
高栁会員 松村会員

◎ ニコニコボックス

海野親睦委員

セブポートセンターＲＣ 小池雅生様
コロナ禍、セブではずっとズームミーティング（オンラ
イン）でメンバーと直接会うことが出来ません。今日
皆様にお会いできて良かったです。

高森名誉会員本日はよろしくお願い致します。
セブポートセンターＲＣ小池様ようこそいらっしゃいま
した。
小後摩会員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
５１，０００円
ニコニコボックス 累 計
７０１，０００円

平山会長
セブポートセンターＲＣ小池様、高森名誉会員ようこ
そいらっしゃいました。
小後摩会員の卓話を楽しみにしています。

◎ 米山チャリティボックス
小後摩会員 坂巻会員 佐々部会員
根本会員 宮下会員 ５名
米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計
５，０００円
米山チャリティボックス累計
１８１，０００円

青柳幹事
セブポートセンターＲＣ小池様、高森名誉会員ようこ
そいらっしゃいました。

◎ 次週の予定
５月１９日（水） 休会
２６日（水） 港南区長 栗原敏也様
◎ 会報

市川会報委員

