
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

本日のプログラム 
2022 年 3 月 2 日 (水) 

通算第 2998 回例会 

本年度 第 24 回  

場所 瀬戸商工会議所 

例会次第 

・開会点鐘 

・「君が代」「奉仕の理想」 

・出席状況 

・会長挨拶 

・誕生日・結婚記念日祝福 

・報告事項 

・委員会報告/その他の報告 

・卓話 

瀬戸市教育政策課 

専門員兼指導主事 加藤篤様 

「瀬戸市が取組む小中一貫教育につ

いて～にじの丘学園を例に～」 

 

 

 

   
 

    
 

 

 

第２９９７回例会 会長挨拶 鈴木政成君 
 

２０２２年３月２日発行  第２８１６号    

瀬戸ロータリークラブ会報 
２０２１～２０２２ ＲＩ.２７６０地区  

前回例会 記録 
2022 年 2 月 16 日第 2997 回例会 
・場所 瀬戸商工会議所 

・出席報告 55 名 出席会員 37 名 

当日出席率 67.27％ 

・行事 

  職業表彰 山口睦代様 

  米山奨学生ﾀｲ・ﾘﾝ様よりご挨拶 
 

・本人誕生日 

    加藤光哉君 勝谷哲次君  

・ご夫人誕生日 

    青山稔君ご夫人利恵様 

・結婚記念日 

    青山稔君 

・卓話 

東尾張分区  

地区防災対策委員 真城壮司君 

「南海トラフ大地震に備えて」 

 

 

 

 

皆さん、こんにちは。本日の例会は 2997

回本年度 23 回目の例会でございます。ま

ず、はじめに、本日のゲストの紹介をさせて

いただきたいと思います。山口睦代様でご

ざいます。山口様には、この後、職業表彰

がございますのでよろしくお願いいたしま

す。続きまして、第 2760 地区防災対策委

員会東尾張分区地区防災対策委員真城

壮司君でございます。後ほど、卓話をよろし

くお願いいたします。最後のゲストは、２０２

１学年度米山奨学生タイ・リンさんです。さ

て、まん延防止等重点措置が延長されまし

た。本来であれば、今日の例会は食事つき

の予定でしたが、３月６日（日）まで延長とな

りました関係で、まだまだ食事なしの例会を

続けることをご理解いただきたいと思いま

す。今日も、新聞に冬季オリンピック活躍の

記事が大きく出ております。スノーボードで

１７歳の岐阜出身の村瀬心椛さんが銅メダ

ルを獲ったことが、紙面に大きく扱われてい

ました。この地元瀬戸でも藤井聡太さんが

王将戦４連勝いたしまして、史上初 10 代

で五冠達成をしておられます。何が申しあ

げたいかというと、１０代の若き力が色々な

ところで活躍をされています。これは、我々

が奉仕プロジェクトで目指しました「夢をか

たちに」そのものではないかと思うのです。

若き力の活躍で、コロナで滅入っている気

持ちも大いに勇気づけられて、未来の夢が

形になるということを、多くの人達が描かれ

るということは本当に貴重だと考えておりま

す。さて、理事会報告にございましたよう

に、色々と中止、変更のご案内をいたして

おります。３月 12 日の IM ですが、メルパ

ルクでのリアルな開催は中止となりました。

WEB 配信という形で皆さんに参加していた

だくことになります。３月 19 日の奉仕プロ

ジェクト事業「瀬戸っ子＠夢をかたちに」も

開催中止になり、ポスターやチラシもたくさ

ん作りましたが、今のオミクロン株が小中

学生、特に、小学校の学級閉鎖や、学校

の休校などの現実をみますと、とてもリア

ルな開催はできないということで、先日、

理事会で皆さんにご審議をいただき、各

小中学生へ映像配信での開催を進めて

いるところでございます。そうすることによ

って、瀬戸の小中学生１万人近い子供た

ちへ我々の思いが伝われば、限られた人

数ではなく、違う可能性を秘めてきたと思

います。そして、４月９日、10 日に開催を

予定しておりました、諏訪ロータリークラブ

との交流会は中止となりました。寅年と申

年に行われる御柱祭に、諏訪ロータリーク

ラブをお訪ねして、御柱祭を一つのきっか

けにして皆さんと交流を深めることが１番

の目的でありますので、今この状態では

難しいので中止となりました。諏訪ロータリ

ークラブといいますと、ガバナー経験者の

三井章義さんがいらっしゃいます。昭和７

年生まれで今年９０歳になられます。日本

のロータリー１００年史の１００人のロータリ

アンというところに三井さんが登場しておら

れます。親交を深める機会でございました

が残念です。諏訪ロータリークラブは、昭

和３２年６月１１日に創立されましたので、

今年 65 周年です。どのようなお祝いをさ

れるかの情報はまだありませんが、落ち着

いてきたら、お祝いの例会訪問が会長の

立場としてできればと考えております。こ

のようなコロナ禍でございますので、やれ

ることでいろいろな絆をつないでいきたい

と思っております。 

本日の会長挨拶と致します。 

 

 

 

例会予定 
 

3 月 12 日（土） 
東尾張分区ＩＭ〔ホスト：瀬戸北 RC〕 

※3 月 9 日の例会変更 
 

3 月 16 日（水） 
会長エレクト 牧オサム君 

「ＰＥＴＳ報告」 
 

3 月 23 日（水） 
休  会 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行 : ＲＩ ２７６０地区 瀬戸ロータリークラブ      〒489-8511  愛知県瀬戸市見付町 38-2 瀬戸商工会議所内 
会長 鈴木政成  / 幹事 松本哲也  / 広報・雑誌・会報委員会   江坂正光・野田由紀子・岡村 肇     

TEL0561-84-1160  ＦＡＸ 0561-84-0116     E-mail:setorc@titan.ocn.ne.jp     https://www.setorotary.com/ 

 

 

 

会員交流会 

;etラム 

 
 

 

 

 2021～2022 瀬戸ロータリークラブ 会報 

 

ニコボックス報告 
2022 年 2 月 16 日例会 
東尾張分区地区防災対策委員 真城壮司君の卓話を楽しみにし

ています。宜しくお願いします。会長 鈴木政成、幹事 松本哲也 

東尾張分区地区防災対策委員 真城壮司様、ご多忙の中ありが

とうございます。卓話楽しみにしてます。よろしくお願いします。プ

ログラム委員会 高橋信郎 

誕生日をお祝い賜り衷心より感謝申し上げます。加藤光哉 

誕生日をお祝いただきありがとうございます。勝谷哲次 

妻の誕生日をお祝い頂きありがとうございます。青山稔 

結婚記念日をお祝い頂きありがとうございます。妻の誕生日、結婚

記念日の品が届いた 2 日間は穏便な時をすごさせて頂きました。

青山稔 

東尾張分区 地区防災対策委員 真城壮司君の卓話を楽しみに

しています！ 

青山稔、井上博、江坂正光、大原道夫、刑部祐介、勝谷哲次、加

藤克己(2021)、加藤捷、加藤唐三郎、加藤眞言、加藤光哉、加藤

太伸、加藤陽一、加藤令吉、金谷康正、草野真吾、小池芳樹、小

林稔、鈴木伸、鈴木光彦、玉井徹、野田由紀子、松村晋也、山本

英雄 

卓 話 

;etラム 
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東尾張分区 

地区防災対策委員 真城壮司君 

「南海トラフ大地震に備えて」 
 

 
 

皆さん、こんにちは。私は東尾張分区地区防災対策委員の真城

壮司でございます。所属は名古屋空港ロータリークラブです。 

南海トラフをご存知とは思いますが、ロータリークラブでも防災に

関して、愛知県とともにいかに災害を抑えていくかということに取り組

んでおります。この防災対策委員会は、神野ガバナー年度でありま

す 2017 年度に愛知県防災部とロータリー2760 地区が相互協力の

協定を結び発足しました。2020 年度に防災対策の委員会を創設

し、2021 年度には委員の構成を 8 分区に拡大し、具体的な取り組

みをスタートさせております。今年度の取り組みとしまして、南海トラ

フ地震を包括しております。静岡県駿河湾から宮崎県日向灘までの

びる海溝を南海トラフといいます。陸側のプレートと海側のプレート

が大きな滑りを起こすことによって大地震が発生していく、この地震

が 30 年以内に 70％から 80％の確率で起こると言われております。

今から NHK のシミュレーションのドラマを見ていただいて、色々と感

じていただきたいと思います。 

ドラマは途中で割愛させていただきます。先ほどの家庭の中で

様々な「大丈夫だろう」という言葉が多く出てきました。我々自身もい

ざその時になったら、色々と迷うことがあると思います。自分だけは大

丈夫だとか正常性バイアスを取り除けるかどうかを疑って、地震が来

てもどのような対策を取るのかということが一番大事だと思われます。

その場で色々な対処をすることは大変困難なことも多々ありますが、

その前に我々自身で準備できることは多くあります。自分の命を守る

こと、津波に備えること、火災に備えることです。そして、ロータリーか

らの具体的な提案として、まずは家具の固定をしっかりと準備してく

ださい。災害で一番死亡率が高いのがこの家具と火災です。 

そして、ハザードマップの入手、避難経路の確認ですが、瀬戸市

の方で「防災ハンドブック」というものがダウンロードできますので、ぜ

ひご覧ください。その中に色々な対策等もありますし、瀬戸市の「防

災ガイドマップ」もダウンロードできます。どこに避難するのか、この

辺りですと東側にある陶原小学校があります。また、171 の伝言ダ

イヤルもご利用ください。もし地震が来た場合は 23万人、220兆円

の想定をしています。昭和 56 年以前のご自宅は耐震化をしっかり

とやることで 80％減、家具をしっかりとやれば 60％減、それから火

災には電気の抑制ブレーカーが 5 万円から 8 万円で工事対応が

できますので我々自身ができる対策はあります。「備えあれば憂い

なし」ということを今一度考えていただき、大地震に備えてほしいと

思います。私からは以上です。ありがとうございました。 

 

職業表彰受賞者 
瀬戸市交通公園で腹話術を使った交通安全指導

をボランティアでされている 山口睦代様 

 
 

米山奨学生タイ・リン様よりご挨拶 

 
 

皆さんお久しぶりです。一昨日まで博士課程の試験があったの

で２月２日の例会に出られなくてすいませんでした。２月２３日から３

月１日まで県芸で卒業展を開催してますので見に来てください。 

２月７日に鈴木会長の工場を見学させていただきました。招き猫

の歴史を知りました。また、プレゼントもいただきありがとうございま

した。 


