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ロータリーソング 「われら広島北ロータリー」 

来客紹介 ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

会員祝寿 

会長時間 

幹事報告 

委員会・同好会報告 

ニコニコ箱 

卓話時間 「災害とボランティア」 

 ひろしまＮＰＯセンター 

 センター長  中村 隆行  氏 
 

 

 

 
６０才を迎えた岡田清治会員にクラブから記念品を贈りました。 

おめでとうございます♪ 
  

 

 

皆様こんにちは。ご来客のお客様、ようこそお越し下さいました。 

会員一同衷心より歓迎申し上げます。 

中村様、お忙しい中例会にお越し頂きありがとうございました。後ほ

ど卓話を楽しみにしております。 

本日は国際奉仕委員会のタイ浄水器設置事業に関してお話させて

頂きたいと思いましたが、委員会報告等が立て込んでおりますので、

来週に改めてお話させて頂きます。以上で会長時間を終わります。 

 

 

 

*退会報告 大川畑文昭会員3月末付け退会 

*京都伏見ＲＣ東日本大震災復興支援事業「私のひとこと」への協力

依頼。 

*ロータリーの友（ＢＯＸ配布） 

*「私のひとこと」募集概要（ＢＯＸ配布） 

*米山学友会冊子（ＢＯＸ配布） 

*米山奨学生 徐 星云さんからのお土産（ＢＯＸ配布） 
 

 

 

会報ＩＴ委員会  杉町会員 

ロータリーの友誌３月号紹介 

横書き 

Ｐ７特集   識字率向上月間 子どもが教室で学べるように。 

Ｐ３７     山椒は小粒でもぴりりと辛い 

 ３０人以下の小さなクラブの活動紹介。 

Ｐ４９     ロータリー掲示板 友誌 終号の表紙写真の募集。 

縦書き 

Ｐ４      「和魂和才」すこやかに生きる漢方の知恵。 

職業奉仕委員会  坪内委員長 

先週の職場訪問例会には多くの方にご参加頂き誠にありがとうござ

いました。 

社会奉仕委員会  岡部委員長 

広島大学病院が長期入院を余儀なくされている子ども達とその家族

のために「霞ﾌｧﾐﾘｰﾊｳｽ」を建設することとなり、建設支援募金として

１０万円を寄付すことが決まりました。また、建設された「霞ﾌｧﾐﾘｰﾊｳ

ｽ」に壁掛け時計を寄贈することが決まりましたので、ご報告いたしま

す。 

青少年奉仕委員会  越智委員長 

去る３月７－８日に呉で開催されたＲＹＬＡに当クラブから合田幹事

の会社の若手社員と森会員に参加してもらいました。 

野球同好会  中山会員 

明日前夜祭が開催されるガバナー杯の打ち合わせを行います。 
 

 

 

【自主出宝】 

河本会員･中山会員･合田会員･二井本会員･佐々木会員 

中村様、本日は当クラブ例会へお越し頂きありがとうございます。卓

話楽しみにしております。また、先週はｵﾀﾌｸｿｰｽ（株）ＷｏｏｄＥｇｇお

好み焼館で行われました職場訪問例会に、多数の会員の皆様に参

加いただきありがとうございました。坪内委員長をはじめとする職業

奉仕委員会の皆様、大変お疲れ様でした。 

河本会員･合田会員 国際奉仕委員会によるタイ郊外の小学校への

浄水器設置事業は、３/９現地にて立派な贈呈式が行われ、無事に

事業が完了致しました。 また、翌日には現地の窓口クラブである 

■本日の例会    ２０１５年３月２６日（木）    第２２１９回 

ロータリーソング 「それでこそロータリー」 

来客紹介 ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

連続出席表彰 

会長時間 

幹事報告 

委員会・同好会報告 

ニコニコ箱 

卓話時間 「ロータリー情報クイズ」 

 ロータリー情報委員会 

前回例報告   ２０１５年３月１９日（木）  第２２１８回 

会長挨拶                会 長  河本 浩一 

幹事報告 

会員祝寿 

委員会・同好会報告 

ニコニコ箱                  ニコニコ委員会 
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ﾉﾝｹｰﾑRCの例会に出席をして、交流を深めてまいりました。 

事業実施を担当頂いた渡部委員長以下、国際奉仕委員会の

皆様のご尽力に感謝申し上げます。 

合田会員 ３/７-８に実施されましたＲＹＬＡに、当社の若手社員

が参加させて頂きました。ありがとうございました。また、引率を

頂きました青少年奉仕委員会の森会員に感謝申し上げます。 

久保(豊)会員･下前会員 本日は、ひろしまＮＰＯｾﾝﾀｰの中村

隆行様に卓話を頂く機会を得ましたことを大変嬉しく思います。 

上河内会員･坪内会員･山田会員 先週の職場訪問例会には

多くの会員の皆様にご参加をいただきありがとうございました。

職業奉仕委員会を代表して出宝致します。 

髙原会員◇ 昨日、陵北ＲＣを訪問し、ＩＭに参加して頂いた全

てのｸﾗﾌﾞを訪問することが出来ました。ありがとうございました。 

久保(雅)会員 東京中央ＲＣの北崎さん、ようこそ!! 

岡田会員 本日は還暦のお祝いありがとうございます。これから

もよろしくお願します。 

洋北山歩隊(土井会員･高原会員･久保(雅)会員・神農会員・下

川会員・本田会員・山内会員) 洋北山歩隊では３月１５日（日）、

坂町の裏に聳える標高５９３ｍの絵下山登山に行って来ました。

心配された天候は晴れ男高原先生と本田会員のお陰で日が射

す程に。下山ﾙｰﾄを間違え、とても長い距離を歩く苦行となりま

したが、名幹事本田会員がﾊﾞｽをﾋｯﾁﾊｲｸで捕まえたり、ｽｰﾊﾟｰ

銭湯での入浴を手配する等大活躍。 後は寿司屋で宴会をし

て、楽しい一日を締めくくりました。 

岡本会員 わが社の女子ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝﾁｰﾑ「ｱｸﾄｻｲｷｮｳ」が先日のﾘ

ｰｸﾞ入れ替え戦に勝利し、創部５年目にして念願の日本ﾘｰｸﾞ１

部に昇格しました。今後は広島でも試合があると思います。その

際は応援よろしくお願いします。 

岸本会員 先日の妻の誕生日には美しいお花をありがとうござ

いました。 

金井会員 ﾆｺﾆｺﾒﾝﾊﾞｰのﾃｰﾌﾞﾙに座って出宝せずにはいられ

ませんでした。ありがとうございます。 

土井会員 我が家の谷にもｳｸﾞｲｽが鳴きだしました。春間近で

す。 

塩本(能)会員 早退します。 
 

当日計 31,000 円（内、ｗｅｂ15,000 円） 累計 1,045,000 円 

★=10,000 円 ☆=5,000 円 ◆=3,000 円 ◇=2,000 円 
 

 

 

 
昨年４月から世話ｸﾗﾌﾞとしてお世話をさせてもらっていた徐 星

云君が、奨学期間が終了しましたので、ｸﾗﾌﾞより記念品をお贈り

しました。また、ｶｳﾝｾﾗｰとしてお世話をしてもらいました久保雅

史会員には米山記念奨学会よりｶｳﾝｾﾗｰ感謝状が届きました。 

徐君は４月より広島経済大学に入学が決まっています。頑張っ

てください。久保雅史会員、お疲れ様でした。 

 

 

 

『災害とボランティア』 
 

ひろしまＮＰＯセンター 

センター長 中村隆行氏 

 

 

受付班で、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ登録をし、

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険の手続きを行う。

１２人ずつのｸﾞﾙｰﾌﾟにわけ、ｵ

ﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝを行う。ﾏｯﾁﾝｸﾞ班は、前日からﾆｰｽﾞ班が受け付けて

いるﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ要請ﾆｰｽﾞをもとに出動場所を地図から探し、ｺﾋﾟｰ

をし、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰに渡していく。資材班は、土砂撤去や搬出の

ための機材、ｽｺｯﾌﾟ、土嚢袋、防塵ﾏｽｸ、手袋と配布していく。

車両班は、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱを活動場所まで送り届けるためのﾏｲｸﾛﾊﾞｽ

の準備と運転手と送迎場所の確認を行う。医療班は、事故対応

に備え待機するとともに、必要医療品の準備をする。本部では、

県内外からかかってくる電話対応や苦情処理、情報収集、関係

機関との連絡調整を行う。１日終了時には、各班ﾘｰﾀﾞｰからの報

告を受け問題点の解決に取り組む。等々さまざまな役割を分担

している。継続的に従事できる人は少ないので、引き継ぎが大

切だがなかなかうまくかみ合わないことも多い。多様性と独創性

を大切にするﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの意義を失わせることになっていないか。

管理しすぎようとしていなかっただろうか。さまざまな課題は、ﾎﾞﾗ

ﾝﾃｨｱと被災地（者）、災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ、個々のＮＰＯなどの

狭間をどう埋めていくかにかかっている。 

 

災害は、必ず起こる―将来に備えて 

＊地域（防災）力を上げるために 

①地域の危険個所、避難場所、福祉避難所を知っている 

②地域の顔見知りや、相談できる相手がいる。 

➂災害時に手伝ってもらえる人を知っている。 

④自分の街の地域防災計画を知っている。 

⑤要援護者の状況把握・避難対策ができている。 

⑥地域福祉活動をはじめとして日常の地域のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動が 

活発である。 

⑦災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの受入・協働のﾉｳﾊｳを知っている。 

 

＊「地域外の力」を受け止めるために 

①緊急救援期は、被害状況やニーズなど全体の状況把握が 

困難に。何より地域住民、行政自身が被災することも。 

②周りのことが見えにくくなりがち、自分たちだけでやりきろうと 

する傾向が強くなる。 

➂何もかもが不足する。それぞれの立場でできることが合わさる

と、普及・復興のスピードは加速する。 

④生活復興期になると、地域の一体感がさらに重要になる。連

携は、地域の一体感につながる。 

 

＊非常時は平時の動きが生きてくる 

①非常時は、日常の関係性がそのまま生きる。 

②非常時には「具体的に何をするか」を想定しておくことが大

事。 

③非常時は「想定外」が８割。状況に応じて臨機応変に考えると

きに、想定した内容以上に想定を「考えた経験」が役に立つ。 

④訓練や研修、イベントなど具体的な協働による成功体験を通

じて、連携を深めるのが近道。 

⑤担い手の高齢化は共通の課題。若手層を巻き込んで、人材

育成をし続ける。 

卓話時間  

米山奨学生 奨学期間終了 
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⑥非常時に必要なことを、平常時の取り組みとして実施すること

が 「続けるコツ」 

たとえば、 

  ・環境イベント+手作り食器をつくる 

  ・園児の遠足+近所の避難場所へ 

  ・まち歩き+災害の歴史をたどる など。 
 

 

 

 

沖縄県・那覇東Ｒ

Ｃよりお越しの迫

幸治様にﾊﾞﾅｰを

贈 呈 い た し ま し

た。 

またのお越しをお

待 ち し て お り ま

す。 

 

 

 
 

 

 

去る３月１４日（土）１０時からﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ広島において、職業

奉仕委員会および奨学育英特別委員会合同で、広島北ＲＣ奨

学育英資金奨学生を対象とした高校生との懇談会を開催致し

ました。将来についての思い、漠然と抱えている不安などを会

員や職業人との会話や体験談を通して少しでも何かしらの役に

たてばと開催しましたが、高校生のしっかりした考えや思いを聞

くことができ、感心しました。 

ご出席を頂きました皆様、ありがとうございました。 

 

 

   
 

   
 
 

 

 

３月２０日(木)の前夜祭を皮切りに第２１回ｶﾞﾊﾞﾅｰ杯ＲＣ親善野

球大会が今年も始まりました。 

  
藤田県知事、松井市長の祝辞 

 
対戦相手 呉南ＲＣと山坂監督 

広島北ＲＣは大会２日目に呉南ＲＣとの対戦となりました。 

若手選手の活躍と公式戦初登板の浦会員、久保豊年会員、神

農会員による豪華な投手リレーにより試合は１２対２の圧勝でし

た。次回は３月２８日（土）に三次ＲＣとの対戦となります。 

応援よろしくお願いします。 

 

■出席報告  出席委員会 

２０１５年３月１９日（木） 会員数 ８７名 

出席 ７１名  欠席 １６名 

来賓  １名  来客  ２名  ゲスト  １名 

３月５日例会出席率  １００％ 

■来客紹介  ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

中村 隆行 様（卓話来賓） 

迫  幸治 様（那覇東） 

北崎  隆 様（東京中央） 

■次回例会ご案内 ２０１５年４月９日（木）１２：３０～ 

卓話 NPO 法人雁木組 理事長 氏原睦子 氏 

『街をむすぶ雁木タクシー』 

食事 幕の内 

広島北ＲＣ奨学育英資金奨学生を囲んで 

第２１回ガバナー杯ＲＣ親善野球大会 

バナー贈呈 


