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4つのテスト

●真実かどうか

第1724回例会

●みんなに公平か

平成31年3月4日

卓話
博覧会の歴史（ロンドン万博から大阪万博まで）
吹田市立博物館 学芸員
五月女 賢司 様（近藤会員ゲスト）

今週の歌

大藤会長

皆さん今晩は。 2 週間ぶりの例会でございます。
前々回の例会で、インフルエンザが流行って居ます。
自分の子供の学校で学年を問わず学級閉鎖が沢山でて
いるのでお気をつけ下さいとお話しさせていただきま
したが、自分がかかるとは思いませんでした。注意し
ていたつもりでしたが、申し訳ございませんでした。
ところで、来週は、当クラブ主催のお相撲さんの吹
二場所がございます。たくさんのご参加をおまちして
おります。
先だって、交通事故の現場に遭遇したことをお話し
致しました。また、そのような事故に接しました。そ
の際、通報は結構ですとのことでした。たぶんガード
レールの物損等の事で言いたくなかったのかもしれま
せんが、前回、偶然、家内とその場所で小川パスト会
長とお会いし、お話したことを思い出し、けがの状況
から考え、説得しました。ロータリーのバッジを考え
れば、良かったと思いました。ロータリーのバッジに
対し恥ずかしくない行動をとりたいと思いました。
皆さんも、このような場面だけではなく、色々な
違った場面に遭遇することがあると思います。ロータ
リアンである誇りと精神をもって行動していただきた
いと存じます。

親睦活動委員会

吹田市 総務部 危機管理室
主査 冨岡 健一 様
村中 亮平 様

榎原幹事

1 ．本日例会終了後に理事会があります。
2 ．来週 2 月25日は例会休会日ですので、お間違えの
無いようお願い致します。
3 ．塚脇新会員の会員名簿用シールを茶封筒に入れて
お配りしました。

出席委員会

河邊委員長

●会 員 数 48名
出席会員数 40名
●来
客 2名
本日の出席率 95.24％
● 1 月28日の出席率（メーキャップ含む）100％

前回内容

ゲスト紹介

●みんなのためになるかどうか

幹事報告

出席報告

「君 が 代」
「奉仕の理想」

会長挨拶

●好意と友情を深めるか

仁科委員

ロータリー財団委員会

矢倉委員長

本日、宮川会員より、特別寄付をいただきました。
ご協力ありがとうございました。

青少年奉仕委員会

本田委員長

平成31年 2 月26日（火）大相撲吹二場所に参加の会員
は、午後 1 時15分会議室に集合して下さい。
車で参加の方は、周辺の駐車場に停め通用門から
入って下さい。

社会奉仕委員会

紙谷委員長

平成31年 3 月 1 日（金）当クラブ主催のクリーンデイ
を開催いたします。
東急REIホテル玄関前に 7 時30分までの集合でお願
いいたします。

次年度幹事報告

堀次年度幹事

本日配布の会報末尾の実行委員会組織表について
は、次回例会（ 3 月 4 日）終了後に、40周年準備委員
会と実行委員会の合同会議を開催します。準備委員会
メンバーの方々は堀から案内させていただき、実行委
員会メンバーは紙谷実行委員会幹事からご案内させて
いただきます。

水と衛生月間

第1725回

例会予告 平成31年3月18日

卓話
私の職業

福原

斉 会員

インスピレーションになろう
ニコニコ箱

清水
（大）
副SAA

●田中会員 タイ・バンコク・シンガポールより無事
に帰国しました。
●小林会員 特に何も無いけれどニコニコします。
●橋本
（徹）
会員 次年度の委員会、皆様よろしくお願
い致します。
●堀会員 新井パスト会長、木田会員、お世話になり
ありがとうございます！
●近藤会員 吹田市役所の冨岡様、村中様、本日の卓
話よろしくお願いします。
●郷上会員 鈴木様、大変お世話になり有難うござい
ます。大切に致します。
●山下会員 発表者の皆様へ、会報原稿のデータ化を
宜しくお願いします。
本日のニコニコ箱
累計のニコニコ箱
累計のニコニコB

お誕生日のお祝い
会

員
橋本
（芳）
会員
井伊会員
矢倉会員
青木会員

3月

第三百七十七回 平成三十一年二月十八日
兼題﹁春雪・雪解﹂

【災害のことを知る】
昨年の 9 月 4 日の台風21号による吹田市の被害状況
として、公園にトタン屋根が落ちてきたものや、公園

まさお

災害に対する危機管理というテーマで、防災につい
て考えていきたいと思います。主に 2 点ありまして、
一つは、
「災 害 の こ と を 知 る」と い う こ と、二 つ 目
は、
「災害にそなえる」ということを軸にお話をさせ
ていただきます。

山裾の土の香りを雪解風

健一 様

ときよし

冨岡

旅に出る春一番を追ひ風に

主査

みかよ

吹田市 総務部 危機管理室

寺へと続く春雪の坂の道

吹田市防災対策について

山牛

話

鯉に餌を遣る薄氷を片寄せて

宮川会員ご夫妻
瀧川会員ご夫妻
榎原会員ご夫妻
河邊会員ご夫妻

【災害にそなえる】
身を守る行動や災害に強い家、環境を整える、物資
を備蓄することが重要となります。また、災害を想定
して実際に行動してみる、考えてみることが大切で、
地域での避難訓練や家族で約束ごと話し合っておくこ
とが役に立ちます。個々の力には限界がありますの
で、地域での協力体制が不可欠です。自分たちのまち
は自分たちで守るという「共助」が重要です。
非常用物資として、必要なものは各家庭で異なりま
す。眼鏡や化粧品など、オリジナルを備蓄してくださ
い。また、食糧も大事ですが、非常用トイレセットも
備蓄しましょう。最低 3 日分、できれば 7 日分を備蓄
してください。
大規模災害時には公共交通機関が停止し、帰宅困難
者が発生します。企業等に対する備えとして、
「事業
所における一斉帰宅の抑制対策ガイドライン」を参考
に、従業員の安全確保、備蓄等に備えてください。
また、各家庭にお配りしている「防災ハンドブッ
ク」を見て、振り返ってください。

次回 三月十八日
兼題﹁花・啓蟄﹂

卓

3月

会員夫君・夫人
阪本会員夫人
矢倉会員夫君
瀬川会員夫人

ご結婚のお祝い
杦本会員ご夫妻
家村会員ご夫妻
西村会員ご夫妻
髙木会員ご夫妻

27,000円
970,000円
5,500円

の木が根こそぎ倒れたりするなど、倒木被害は吹田市
で1,000本以上あったと報告されています。また、吹
田市内でも停電が発生しましたが、台風21号の進路と
停電被害の状況を見ていただくと、台風の右側、東側
で大きな被害が多発しているのが分かると思います。
台風の進路から被害の大きさが予測できますので、今
後は台風に備えた対策が事前にできると思います。
市が発信する避難情報についても、各自がどのタイ
ミングで避難するのか判断する必要があります。
地震は必ず起こります。吹田市では新御堂筋付近に
ある断層の「上町断層帯」による地震を警戒してお
り、南海トラフ巨大地震と同様に今後30年以内に高い
確率で起こると言われています。

