
出席報告

会員誕生日 竹本

配偶者誕生日 三谷 文(方外）

近藤千恵子(新治）

木村貴美子(勝次）

池永久美(康則）

長野洋子(羊)

結婚記念日 辻､廣本､吉田透､矢野､宮本

☆宮脇寛和様より卓話謝礼をニコニコ箱に頂きました。
☆久し振りにお邪魔いたしました。･･････野村(御坊RC)

☆野村義夫さんようこそいらっしゃいました。･･･････

････････････････････････････････････中松､野村富

☆宮脇田辺市防災対策室長､ようこそいらっしゃいまし

た。卓話期待しています。･･････････････････････

･吉田透､川内､田中､新藤､山本､濵口､市木､近藤､廣本

☆宮脇さん､ようこそ。アオイ通りでは大変お世話にな

りました。･････････････････････････････････矢野

10月20日 堅田(京都桂川RC）

10月21日 村上(白浜RC）

10月26日 榎本長(草加RC）

メイクアップ

お 祝 い

ニコニコ箱

第2893回 第2894回 第2895回

会員数 85名 85名 85名

出席規定免除会員数 10名 10名 10名

出席計算会員数 83名 82名 83名

出席者 62名 65名 61名

出席率 74.69％ 79.27％ 73.49％

メイクアップ 7名 7名

修正出席率 83.13％ 86.75％
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「こころの中をみつめよう
博愛を広げるために」

-Reach within to Embrace
Humanity-

カルヤン・バネルジー
ＲＩ会長

大澤徳平ガバナー

例 会 日 木曜日 12：30
例 会 場 紀伊田辺ｼﾃｨﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ

会 長 伊賀 久記
幹 事 福本 雅彦
会報委員長 柏木 壽夫
http://tanabe-rc.com/

承 認 昭和28年3月2日
事務所 〒646-0031

田辺市湊1073-63
ＴＥＬ 0739-24-2002
ＦＡＸ 0739-26-0264
ｍａｉｌ tanabe-rc@helen.ocn.ne.jp

４つのテスト (FOUR WAY TEST)

言行はこれに照らしてから
(1) 真実かどうか
(2) みんなに公平か
(3) 好意と友情を深めるか
(4) みんなのためになるかどうか

●司会者
伊賀久記会長

●ソング
紅 葉

●ゲスト
田辺市防災対策室
室長

宮脇 寛和 様

●ビジター
野村義夫君(御坊RC）
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☆宮脇さんようこそ。卓話よろしくお願いします。･･･

･･････････････････････････････････････竹本､長井

☆西嶋副幹事と初コンビです。よろしくお願いします。

･･･････････････････････････････････････････伊賀

☆西嶋君､福本幹事のピンチヒッター頑張って下さい!

･････････････････････････････････新井､竹内､松本

☆今日は福本幹事が仕事でお休みという事で代わりに

前に座る事になりました｡こんなに早く前に来るとは
思っていませんでしたので少し緊張しています｡今度

幹事をするための練習と思って頑張ります｡････西嶋

☆今日は福本幹事欠席の為､唱歌用のディスプレイを依

頼されてセッティング中にスクリーンを出し切って

壊してしまいそうになりました。来週はやはり幹事

さんにお願いしたいと思います。･････････････柏木

☆しばらく玉置先生にお世話になっていましたが､現在

退院自宅療養中です。年内には是非例会出席と思い､

リハビリしています。･････････････････････脇村孝

☆RCゴルフ､久々に優勝しました。･･････････････山本

☆今月のRCゴルフで久し振りで3位入賞しました。渡部

☆白浜GC6番でホールインワンをしました。････榎本長

☆8月末にBCPと防災計画の取材を受けた後､暫く過ぎて

いたので､その事を忘れていましたが､先週､紀伊民報

さんの1面に会社の津波避難用に取付けた非常ドアの

写真と記事を載せていただきました。･････････柏木
☆初孫が生まれました。･･･････････････････････小山

☆先週､東京の南紀田辺会で田辺出身の中田一郎古代オ

リエント博物館館長のハムラビ法典のお話を聞いて

きました。･････････････････････････････････玉井

お知らせ

会長報告
・先週の例会時に発表しました指名委員会が指名しま

した役員及び理事候補者以外の候補者の提出はござ

いませんでしたのでご報告いたします。
・田辺市暴力追放協議会より決起集会及び街頭啓発パ

レード参加の礼状が届いています。

田辺海上保安部長
田辺港長

平野 富男 様

「 秋 桜 」撮影 寺前則彦会員

会員卓話

「上海視察研修」



プログラム

にもおよび昭和９年から昭和５４年まで約半世紀の期

間と換算値で５０億円の巨費を投じた自慢の防潮堤が

一部粉砕されたうえ市街地への津波の浸入を阻止でき

なかった事実があります。

このように防災先進地といわれた三陸地方には幾つも

のそれらがありましたが街を守れなかったのです。

このことが示すようにこのようなハード面の整備では、

津波を多少軽減出来ても完全には防げないということ

が分りました。津波を過去の経験に基づいて制御出来

たという我々人間の思いあがりに対して自然が警鐘を

鳴らしたということでしょう。

このことで、自然の前ではいかに人間が無力である

かということを思い知らされました。

ところで現在、皆様を含めて住民の最大の関心は、

津波ハザードマップの見直しではないでしょうか。こ

のことの手順は、まず国の中央防災会議で被害想定等

の検討があり、それを受けて県が地震・津波対策の見

直しを行い、その後に田辺市が独自のそれを作成しま

す。そういうことなので直ぐには出来ません。２年や

３年はかかるかもしれません。しかし、その間に防災

の空白期間を作ることは許されないので、田辺市とい

たしましても、津波から逃げる方策をソフト･ハード

両面で実施してまいりたいと考えています。

最後になりますが、今回の大惨事でよく「想定外」

という言葉を聞いたと思います。「想定」は我々人間

が、様々な計画等を作成するための基礎となるもので

その必要性は言うまでもありませんが、我々人間の驕

りにより、物事すべてがそのようになるかのような錯

覚を抱いてしまったことに油断があったということで

す。もともと自然界には「想定」なんかは無いのです。

ですから、今後、津波対策で、大津波にも耐えうる

大きな防波堤が築かれても、また津波ハザードマップ

の見直しで、居住あるいは職場が安全地域と示される

ことがあっても、いつ想定外が起こるかもしれません。

だから、地震で揺れたら、「１秒でも早く。１ｍでも

高く逃げる」という習慣をつけていただきたい。

防災の基本は「自分の命は自分で守る」です。過去

の経験や、裏付けのない自信による、私は大丈夫とい

う正常化の偏見は通用しないというのが分かったので

すから。

http://tanabe-rc.com/ ＴＡＮＡＢＥ ROTARY

今回の地震、特にそれに伴う

大津波は、我々人間に自然界に

対する畏敬の念を抱かせると共に、人智の限界を感じ

させるのに十分なインパクトがありました。

しかし、このことを近い将来発生するといわれる南

海地震に対する教訓とし、この震災で不幸にもお亡く

なりになった二万余の方々の死を無駄にしないように

することが我々の責務だと思います。

我々の住んでいる田辺の沖の太平洋には南海トラフ

という深さ４,０００ｍで伊豆半島から足摺岬まで東

西１,３００ｋｍに及ぶ溝があります。そこでは、毎

年約１０ｃｍづつユーラシアプレートの下にフィリピ

ン海プレートが沈み込んでいます。この歪みの圧力に

耐えかねてユーラシアプレートが跳ね上がって地震や

津波が起こるのです。過去の歴史からして９０年～１

５０年の間隔で必ず地震は起こると断言してもいいと

思います。因みに今回の東北地方太平洋沖地震は、同

じ海溝型地震ですが、日本海溝で起こり、北米プレー

トの下に太平洋プレートが沈み込むということでステー

ジが違います。だから関連性については専門家の意見

に任せますが、余震としてこちらで起こることはあり

ません。

さて､今回の地震で学んだことですが､防災インフラ

の限界が露呈したということです。具体的に申します

と､皆さんもご承知のように岩手県釜石湾口防波堤が

津波により粉砕されました。この防波堤は､昭和５３

年から平成２０年まで約３０年間と１,２００億円の

巨費を投じ、平成２２年には「世界最大水深の防波堤」

(高さ８ｍ､水面下－６３ｍ､最大幅２０ｍ)としてギネ

スブックに登載されたものでした。もう一つは同じく

岩手県の宮古市田老地区の「田老万里の長城」といわ

れた二重構造で高さ１０ｍ幅３ｍ総延長は２.４ｋｍ

『自分の命はだれが守るか』

田辺市防災対策室
室長

宮脇 寛和 様

委員会報告

雑誌委員会 阪本哲次委員長
・ロータリーの友１０月号の紹介

ロータリーゴルフ１０月例会成績
１０月２３日(参加24名) 白浜ビーチＧＣ

順位 氏名 グロス ハンディ ネット

優勝 山本 博章 ８９ ２０ ６９

２位 福本 雅彦 ８０ １０ ７０

３位 渡部 正義 ８９ １８ ７１

※ﾆｱﾋﾟﾝ賞 №10-廣本喜 №14-廣本喜､多屋由

※次回は11月13日(日） スタートＡＭ9:03 白浜ＧＣ
※はまゆうロータリー20周年メモリアルコンペを11月20日
(日)白浜ビーチゴルフクラブで行われます。ゴルフ同好
会メンバー以外の方でも奮ってご参加ください｡

幹事報告
・本日､福本雅幹事がお休みですので副幹事の私が代

理を務めさせて頂きます。

・次週の11月3日は､祝祭日の為､休会です。次回例会

は11月10日ですのでお間違えのないようお願いしま
す。尚､11月4日はクラブ事務局お休みです。急用の

方は､幹事まで連絡お願いします。

・11月のロータリーレートは今月に引き続き78円です。

・近隣クラブの会報､JCニュースが届いていますので

回覧します。


