
第 2082 回例会 

７月 27 日 №４ 

 

 

●友好クラブ 

 韓国・龍仁ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3600 地区 

 台湾・台中文心ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3461 地区 

●姉妹クラブ 

 千曲川ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 2600 地区 

●提唱インターアクトクラブ 

 光明学園相模原高等学校 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

         

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

本日は久々の卓話で、３～４年振りになるか

と思います。ラフな服装をしておりますが、ロ

－タリ―の公式ポロシャツですので、ご理解下

さい。本日は最近の災害や事故について、建設

業界の立場から事例を紹介させて頂きます。 

     ＜１．八王子で発生したアパートの階段落下 

事故について 

事故発生直後から、メディアによる情報しか 

ありませんが、私の見解では明らかに施工ミス、 

手抜き工事であると思われます。階段の路面や 

ササラは鉄骨で造っているが、溶接は素人が溶 

接した程度である。問題はこの鉄骨を支えてい 

る部分が木材で、床板にアングル程度で止めて 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

櫻内 康裕 

ことにより、床板が腐 

食して、階段が落下し 

たものである。担当し 

ていた現場責任者も、 

そのようなことを話し 

ていたと報道でもあり、 

社長からコストを抑え 

るために、そのような 

施工を支持していたと 

も発表されていました。 

これから裁判になる 

と思いますが、責任は 

重いと思います。 

 

会 長 田後 隆二  幹 事 阪西 貴子 

 



 

 

＜２．静岡県熱海市での土砂崩れについて＞ 

今現在も、救出作業を行っている最中でありま

すが、明らかな人災と言えると思います。 

 

 

 

 

 

 

 

なぜ、 

    何故、あそこの場所に行政が許可を出したのか？ 

予定よりはるかに多い残土が埋められたのか、行 

政もわかっていたとの記事もありました。それも 

産業廃棄物も多く含まれていて、被害も大きくし 

たのではないか？ 

     山自体も沢になっているところですから、水が 

    湧いているところで、排水設備がされていなかっ 

たのではないかと思われます。 

 

＜戸塚カントリークラブでの感電事故＞ 

 これも最近起きた事故ですが、戸塚カントリー 

クラブ内で、木の伐採作業をしていた作業員が感 

電死しました。ＪＲ 

横浜線が止まったり 

近隣では停電も起き 

ていました。 

 近くに高圧の送電 

線が通っていて、作 

業車自体は電線に触 

れていないが、感電 

死しています。 

電線からの離隔距離を、取らなければなりませ 

ん。一般的には送電線から 7ｍと言われています 

が、種類にもよりますが、我々は危険であるので、 

余裕をみて 10ｍと言っています。 

 それが 7ｍ以内に作業車が入ってしまったのが、 

原因であります。触れていなくても、重大事故に 

なります。 

 

＜相模原市での豚熱発生について＞ 

7月 8日（木）7:30頃に「豚熱」発生の連絡が 

 

 

 

入り、午後に私どもの協会に集合して、対策し、 

全会員へ 15:30に緊急招集を掛けました。 

 そもそも、私ども建設業協会は神奈川県建設業 

協会と、相模原市建設業協会があり、両方に入っ 

ている方や、一方のみに入られている方もいます。 

 私は双方に入っているのですが、昨年に県協会 

の支部長になっておりまして、今回、陣頭指揮を 

執っている状態になっております。 

 また、神奈川県と県協会とでも災害協定を結ん 

でいて、鳥インフルや豚熱、豪雨災害にも出動し 

ています。しかし今回、県の初動は問題が多々あ 

りました。約 4,000頭を殺処分して、粉砕・殺菌 

処理して焼却する計画で、その処理場所の選定で 

右往左往し、地域住民への説明が不十分だったこ 

となど課題が残りました。 

＜作業の様子＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※連日、深夜まで作業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏本番を迎え、酷暑の中、オリンピックは無事

開会したものの、台風の影響が心配される今日こ

の頃ですが、梅雨時に発生した豪雨災害の爪痕は、

いまだ生々しく深いままです。熱海市伊豆山地区

で大規模な土石流が発生したのは、7 月 3 日のこ

とでした。一昨日（7 月 25 日）の報道によれば、

死者は計 21 人、行方不明者は 6 人、ホテル 2 軒

に 333人が避難しているとのことです。 

RI 第 2780 地区では、7 月 7 日付で「熱海豪雨

災害への義援金協力依頼」という文書が地区内ク

ラブ宛てに発信され、一人当たり 1,000円以上を

7月 28日までに送金するよう依頼があり、これを

受けて、当クラブでは奉仕会計より 1,000円×27

名＝27,000円を送ることにしていました。 

一方、これに先立ち、7月 5日に台中文心 RCか

ら、当クラブと共同して救援活動等を行いたいと

の連絡があり、7 月 6 日の理事役員会で対応を協

議し、台中文心 RC の意向を確認しながら、募金

活動を中心に行なうことで意見が一致しました。 

そこへ前述の地区からの依頼文書が届き、当ク

ラブもこの義援金に協力することとし、台中文心

RCにもその旨をお伝えしました。 

その後も、姉妹・友好クラブ委員会の佐々木委

員長を中心に、先方との連絡を取り続けてきたと

ころですが、台中文心 RC では、43 名の会員に賛

同して頂き、27万円の義援金が集まり、当クラブ

宛てに送金を済ませたとのことです。 

そもそも募金というものは、気持ちの問題で、 

 

 

 

金額の多寡ではないと思いますが、ここに 10倍 

もの開きがあって良いものか、皆さんは、どう、 

お感じになられるでしょうか。 

次に来年 4月 17日に予定していた地区研修・ 

協議会の件です。4月 29日に日程変更する方向 

で準備が進んでいることをお知らせしておきます。 

年間プログラムも見直しが必要となります。 

今年度の地区研修・協議会は、当クラブが会場 

準備・設営などを担当することは、既にご承知頂 

いていることと思います。 

新型コロナウイルスの影響で、直近の 2年はオ 

ンライン開催となりましたが、今年度は集合形式 

で通常開催することを地区役員は希望しています。 

しかし、多数の教室等を使用することから、相 

模原市内で駅から比較的近い、麻布大学、青山学 

院大学、相模女子大学に声を掛けさせて頂きまし 

たが、なかなか色良い返事をもらえずにいました。 

そこで、杉岡地区研修委員長が市民会館を中心 

に開催してはどうかと提案され、すでに 4月 29 

日の市民会館・大ホールを押さえられています。 

主管は当クラブとのことで、残りの会場確保を速 

やかに進めることとなります。 

 また本日、冣住会員からロータリー財団の恒久 

基金に 1000ドルの寄付をして頂きました。新年 

度早々に多額の寄付を頂きまして、ありがとうご 

ざいます。 

 

＜台中文心ＲＣより熱海災害義援金＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※本日の例会で、当クラブでも会員皆様より、 

募金箱に 69,000円の寄付をいただきました。 

 



 

 

 

 

●田後会長、阪西幹事 

①相模原ローターアクトクラブの石川会長、小関 

直前幹事、張幹事、ようこそいらっしゃいまし 

た。どうぞ宜しくお願い致します。 

➁本日お祝の皆様、おめでとうございます。 

③卓話の櫻内会員、宜しくお願い致します。 

●田後 隆二会員 

入会記念日を祝っていただき、ありがとうござ 

います。丸 10年が経ちました。 

●伊倉 正光会員 

①入会記念日祝を戴き、ありがとうございます。 

➁櫻内会員の卓話、楽しみです。 

    ●諸隈 武会員 

    ①入会記念日祝、ありがとうございます。 

    ➁櫻内会員、本日はよろしくお願いします。 

●阿部 毅会員 

    ①相模原 RACの石川会長、張幹事、パスト会長の 

小関さん、今日は宜しくお願いします。今後の 

皆様の活動に期待しております。 

➁卓話の櫻内さん、宜しく。 

③入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

●櫻内 康裕会員 

①お祝の皆さん、おめでとうございます。 

➁ローターアクトの皆さん、ようこそ。 

③本日は久し振りの卓話になります。宜しくお願 

 いします。 

    ●藤本 恵介会員 

    ①今月、入会記念日祝の皆様、おめでとうござい

ます。 

    ➁櫻内会員、卓話よろしくお願いします。 

    ③相模原ローターアクトクラブの皆様、ようこそ！ 

    ●横溝 志華会員、冣住 悦子会員 

    ①お祝の皆様、おめでとうございます。 

    ➁櫻内会員、卓話を楽しみにしています。 

    ③相模原ローターアクトクラブの皆様、来て頂き、 

     ありがとうございます。 

    ●中里 和男会員 

     櫻内さん、卓話楽しみです。 

 

 

 

     

 

●小崎 直利会員 

①相模原ローターアクトクラブの皆様、相模原中 

ＲＣにようこそお越し下さいました。 

➁オリンピック始まりましたね！昨晩の伊藤・水 

谷の卓球が感動的でした。闘争心に満ちた伊藤 

選手の表情に痺れました！ 

③７月入会記念日の皆様おめでとうございます。 

④卓話の櫻内さん、よろしくお願い致します。 

●早川 正彦会員、佐々木 敏尚会員 

①ローターアクトクラブの石川さん、小関さん、 

張さん、ようこそ！ 

➁本日お祝の皆様、おめでとうございます。 

     本日のスマイル額 ２０，０００円 

     今年度の累計額  ７９，０００円 

 

＜委員会報告＞ 

〇奉仕プロジェクト委員会      黛委員長 

 先週の例会で「ロータリー奉仕デー」のアンケ 

ートをお願いしましたが、欠席された方には例会 

終了までにご提出下さい。明後日 7月 29日に第 

2回目の打合せを行います。 

 

 

 

相模原ローターアクト     石川 大 会長 

 初めまして。本日は、直前会長の小関さんと幹 

事の張さんの３名でお伺いさせて頂きました。 

 現在の会員は７名です。先月までは３名だった 

のですが、今月４名が入会して、何とか活動がで 

きるようになりました。昨年度までは、小関さん 

１人だけの状態でしたが、たまたま私と張さんが 

見学に行ったところ、そのまま入会となりました。 

 ３人で改めて、ローターアクトの勉強をして、 

年次大会のホストクラブとして、コロナ禍でした 

が完全リモートで開催し、参加者は計 130名位で、 

ロータリアンの方も 65名程参加して頂きました。 

 本日はローターアクトについて、簡単にご紹介 

させて頂きますので、宜しくお願い致します。↗ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ＜改めて、どんな団体か？＞ 

    〇ローターアクトクラブとは？ 

将来のロータリアンを育てる為に、発足された 

組織。 

基本とする価値観：奉仕、親睦、多様性、高潔 

性、リーダーシップ 

    〇アクトとしてのミッション 

    ・専門技術及び指導能力を開発すること。 

    ・他人の権利を尊重する観念を養い、あらゆる有 

用な職業の道徳的水準及び品位を保持し、推進 

すること。 

    ・若い人々に地域社会をはじめ、世界社会のニー 

     ズ及び懸念事項を提起する機会を提供すること。 

・提唱ロータリークラブと協力して、活動にあた 

る機会を提供すること。 

・ロータリーにおける将来の会員として、若い 

人々の意欲を喚起すること。 

    〇入会条件 

     年齢：18才～無制限 

     会費：1,000円／月  例会は月 2回 

    〇昨年度、実現できた活動 

    ①コロナ禍で活動が制限される中、オンラインを 

駆使し、例会を継続（24回連続、参加率 100％） 

    ➁オンラインツールを学び、フルリモートで大会 

     が開催できる能力開発 

    ③国際交流（中国との Zoom中継、国際紛争に関 

して学ぶ） 

    ⇒アフターコロナに向けた理解度 UP、基盤づくり 

     

    ＜今期の活動報告＞ 

〇クラブターゲット「種まき」 

     期末に向けた増強目標  会員数 15名 

 

 

 

〇例会内容 

例会 内容 例会 内容 

1297 今年度方針決定 1309 ｲﾆｼｪｲｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ 

1298 ＢＢＱ大会 1310 商店街ｺﾗﾎﾞ例会 

1299 桃狩り 1311 卓話例会 

1300 ドローン体験例会 1312 餃子作り例会 

1301 卓話例会 1313 職場体験例会 

1302 座禅例会 1314 ボランティア例会 

1303 職場体験例会 1315 花見例会 

1304 RC会長お勧め例会 1316 卓話例会 

1305 ワイナリー見学 1317 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ例会 

1306 ＯＢ卓話 1318 外部講演例会 

1307 職場体験例会 1319 次年度ｽｹｼﾞｭｰﾙ 

1308 上期反省例会 1320 納会 

 

＜将来目指したいローターアクトの姿＞ 

〇地域との関りであるべき姿 

 我が街への貢献：「どうしたら、もっといい街 

になるのか？」を考え発信。企画して行動する。 

〇相模原への貢献とは 

 相模原市は中央区、緑区、南区と大きく３エリ 

 アで広すぎる。全体を対象とした企画や施策は、 

訴求性が低い可能性。各エリアで、その街の課 

題や未来を考える、発信する、活動することが 

「我が街への貢献」になる。 

〇理想的な社会奉仕活動（例） 

         相模原ＲＡＣ中央 

相模原ＲＡＣ  相模原ＲＡＣ緑 

         相模原ＲＡＣ南 

〇３年でこの状態を作りたい 

・今期、どうにか会員数を 15名にしたい。 

・1年間はロータリー活動の勉強の期間が必要。 

・3年後に、この状態で活動できる基礎を作りたい。 

〇アクト活動の良さ 

・ロータリアンとの交流：老若男女、世代を超え 

 て様々な人々と交流、世界観が広がる。 

・国際的な活動ができる：世界的な組織なので、 

 海外交流もできる。 

・ビジネスマンとして経験値がつく：限られた予 

 算で地域社会に良いことをする。地域コンサル 

のような経験、起業にも近い能力開発ができる。 

（一部要約にて掲載） 



 

 

 

    

    １．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①クラブ活性化ワークショップ 開催方法変更 

について 

今回、神奈川県版緊急事態宣言により、全てオ 

ンラインでの開催とさせて頂きます。 

日時：7 月 31 日（土）13:00 開会 Zoom 参加 

（会長は出席表を確認の上、ご自分の分科会番号 

を Zoom 氏名の先頭に入力下さい）※会長以外

の参加者は、討論状況を Youtube ライブ配信。 

②米山奨学セミナー（カウンセラー、クラブ米山 

担当者研修会）のご案内 

     下記にて開催します。ご出席をお願い致します。 

日時：8 月 21 日（土）14:00～16:30 場所：藤 

沢商工会議所ミナパーク 出席対象者：カウン

セラー、米山委員長 登録締切：8 月 10 日 

③2021 年地区研修協議会収録 DVD（１部）の送付 

全体内容を DVDに収録しました。ネット回線接 

続ＰＣで視聴されますと、当日の動画がリアル 

に再現されます。ご提出頂いたレポートも掲載 

しましたので、ご参考下さい。 

 

 

    ８月 ３日卓話 佐々木 敏尚会員 

         定例理事役員会 

      １０日例会取止め（定款第７条１節により） 

      １７日クラブフォーラム「地区研修協議会に 

         ついて」担当：豊岡実行委員長                

       

 

 

 

 

 

     

●例会場 中国名菜「敦煌」 

   〒252-0231 相模原市中央区相模原 2-13-1 

       TEL 042-756-6555 FAX 042-756-6559 

●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3 

               相模原商工会館３Ｆ 

       TEL 042-758-5750  FAX 042-758-1605 

 ●Ｅ-mail：rotary@tbg.t-com.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・伊倉 正光会員 １９９２年７月 ８日 

・豊岡  淳会員 ２００８年７月 １日 

・田後 隆二会員 ２０１１年７月 ５日 

・大井  達会員 ２０１５年７月 ７日 

・諸隈  武会員 ２０１６年７月 ５日 

・大槻  実会員 ２０１８年７月１７日 

 

 

点  鐘 １２：３０ 

会  場 「敦煌」 

司  会  横江 利夫 副ＳＡＡ 

斉  唱 「それでこそロータリー」 

ソングリーダー 河野 崇会員 

ゲスト   石川 大会長（相模原 RAC） 

      小関 智絵美直前会長（ 〃 ） 

      張 旭幹事（ 〃 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

●例会 毎週火曜日 １２：３０～１３：３０ 

●編 集 親睦活動委員会 

 委員長：藤本 恵介 副委員長：大槻  実 

 委員：川合 貞義、田所  毅、甲斐 美利 

    阿部  毅、諸隈  武、河野  崇 

 

●http://sagamiharanaka-rc.jp/ 

会 員 出席（出席対象 20 名） 事前メイク者 

２７名 (Zoom２名含）２１名   ０名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率(7/13) 

１名 ９５．６５％ ９５．６５％ 

mailto:rotary@tbg.t-com.ne.jp
http://sagamiharanaka-rc.jp/
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