
第2249回 2012年５月２３日(水) 12:30～13:30 髙幡不動尊

東京日野ロータリークラブ 第２２４９回 週報

例会プログラム

司会 土方 淳 例会進行委員長

開会点鐘 藤林 良昭 会長

ロータリーソング

『それでこそロータリー』

ソングリーダー

清水 博雅 君

会長挨拶 藤林 会長

幹事報告 和田 幹事

ヴィジター・ゲスト紹介

卓話講師 金 光 男 様
キム カンナム

日野市総務部
防災安全課長 佐々木 正道 様

農学・土壌学専門家 辛 昌 錫 様
シン チヤンスク

東京飛火野ＲＣ 濱田 宣郎 様

委員会等報告

会員増強・親睦委員会 成田委員

出席委員会 横倉委員長

新世代奉仕委員会 松浦委員長

次年度について 山下次年度幹事

卓話 「地震と津波について」

卓話講師 自然地質環境研究所

金 光男 様

食事 日野寿司 （和田会員）

会長挨拶 藤林 良昭 会長

昨日、スカイツリーがオープンしました。日本はま

だまだ元気だと思います。

金環日食を犬吠埼に見に行きましたが、銚子駅付

近は店が閉まって閑散としていました。私達は頑張

って地域を盛り上げていきましょう。

幹事報告 和田 達也 幹事

訃報です。2003-04年度ガバナー鈴木正二東京立川ロータリークラブ■

会員がご逝去されました。お通夜２３日告別式２４日。

６月のロータリーレートは１ドル８０円です。■

例会変更のお知らせが、東京八王子西ロータリークラブより届いてお■

ります。

日野市国体実行委員会より、日野駅前ロータリーに当クラブ所管の啓■

発塔の一面を国体開催周知用に使用したいという依頼がありました。

先週の理事会において協議した結果、綺麗にして戻してもらう分には

四面すべてをご利用いただいても構わない旨決し、谷井さんを通じて

返答したところ以下の通り返事が来ましたのでご報告します。

（1）啓発塔盤面の残り3面についても、国体開催の周知用として平成

25年11月まで借用する。

（2）盤面書き換え時に必要な補修を行う。

（3）借用期間終了後、平成25年度末までに貴クラブへ引き渡す。

（4）引き渡しに当たっては、貴クラブと協議し盤面を書き換える。

（5）盤面書き換え等に伴い発生する費用は、当実行委員会の負担と

する。

金環日食 2011年5月21日（月） 早朝

和田幹事撮影 山口会報委員長撮影



東京日野ロータリークラブ 第２２４９回 週報

出席報告

出席委員会 横倉 利夫 委員長

MU 本日の事前メークアップ 小峯敏夫 君

MU 先週・先々週のメークアップ なし

会員総数 出席総数 ＭＵ 欠席 出席率
(うち出席免除) （うち免除者数） (うち免除者数)

本日 31 24 1
6 80.65%

2012.05.23 (5) (5) (0)

前回訂正 31 21 2+0
5 82.14%

2012.05.16 (5) (2) (0)

前々回訂正 31 21 3+0+0
4 85.71%

2012.05.09 (5) (2) (0)

卓話 「地震と津波について」 金 光男 様
キン カンナム

地質学は歴史学 人類の文字のある

歴史は短く、関東は５００年、京都でも

１０００年しかありません。それより昔を

地質学がカバーしています。

立川断層 あるのか無いのか、２０年

前に議論になり、調査に関わりました。

断層の上だけが危ないのではなく、１

～２ｋｍ離れていても全く安心できませ

ん。東京西部で震度６～７になる可能

性があります。物流を確保する為に仮

設橋や物流ステーションについて考え

ておく必要があります。

緊急地震速報 地震波のうち早く伝

わる縦波を感知して速報します。３．

１１の速報は地震レベルが実際よりも

全く小さく、再考が必要です。

日本列島 ずたずたに切れており、いつ揺れてもおかしくない状態で

す。揺れない部分もありますが人口が少ないところです。日本人は、地震

が起きて津波もくるところに多く住んでいます。

鎌倉の大仏 なぜ、むき出しなのか。津波があって大仏がむき出しにな

ったという古文書が見つかっています。何度も流されたので、諦めて野ざ

らしになったものと考えられます。

想定外 ２０１０年８月に一般紙に掲載された論文で、大津波は予想さ

れていました。想定外だったのではありません。 （以下、割愛）

卓話講師紹介 （松田忠泰会員より）

大学で地質学を専攻し、その研究成

果により北上川西側に活断層が発見さ

れ、東北新幹線が東側を通るようにな

ったといわれています。大卒後、父が

経営する遊技会社を引き継ぎ、日野ジ

ャンボの経営に携わっています。日本

地質学会の地質学史アーカイブス委

員、ユネスコ組織である国際地質学史

委員会の委員を務めておられます。

東京日野ロータリークラブ会報
会 長 藤林 良昭

幹 事 和田 達也

会報委員会 山口 徹雄（委員長）

小峯 敏夫 西山 尚之

事務局 〒191-0042 東京都日野市程久保3-37-3 日野ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ会館

TEL 042-594-3711 FAX 042-593-0510

例 会 毎週水曜日（12:30より） 高幡不動尊客殿

ＵＲＬ http://www.hino-rotary.org メール info@hino-rotary.org

委員会報告など

新世代奉仕委員会 松浦 信平 委員長

ローターアクトの第2750■

地区年次大会が立川

でありました。ナダレン

ジャーというパフォーマ

ンスもあり、すばらしい発表でした。

国内留学の中学生選抜の結果、２３人■

全員が女子になりました！

次年度関係 山下雅弘 次年度幹事

本日の例会後に、次年度理事会およ

びクラブ協議会を開催します。

ニコニコ

本日のニコニコ ７名 35,000円

累計 746,500円

（予算達成 74.7%）

報告 成田恭隆

会員増強・親睦委員

藤林良昭 君 ５月２１日、千葉県犬吠埼に

行きまして金環日食を見てきました。

和田達也 君 次回の金環日食は３００年後

なので、日食メガネは大切に保管しておこう

と思います。金先生の卓話を楽しみにして

おります。

清水博雅 君 大 連休最後の５月６日に二

階の階段から落ちて、肩をしたたか打った

ので、てっきり骨折したと思いましたが、骨

折なしで、痛みが少々出ましたが元気に過

ごせるのは御仏の加護と感謝して。

谷井正剛 君 夫人誕生日の贈り物をいた

だきました。ありがとうございます。

井村廣巳 君 初孫ができて、おじいさんに

なりました。

成田恭隆 君 スカイツリーが開業し、東京

の名所が増えました。ブームが落ち着いた

ら行こうと思います。

卓話講師の金様からもいただきました！


