
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日のプログラム 

社会奉仕委員会担当～卓話 

「天童市における災害に対する心構え」 
講師 /天童市消防本部消防課課長補佐 新関知己 氏 

  

＊地震から身を守る 10 カ条 

1 まず身の安全を 2 素早く火の始末 

3 戸を開けて出口を確保 4 火が出 

たらすぐ消化 5 あわてて外に飛び出 

さない 6 狭い路地やブロック塀には近 

ずかない 7 山崩れ、崖崩れ、津波に注意 8 避難は徒

歩で 9 協力しあって、応急、救護 10 正しい情報を聞く 

＊今すぐできる減災 

減災とは、災害による被害をできるだけ小さくする取り組み

のことです。地震、津波、台風、洪水など、自然災害はいつ

も待ったなしです。少しでも災害被害を軽減するよう、みんな

で力を合わせ普段から備えましょう。 

＊あなたのお宅や御近所は安全ですか 

防災マップは、大地震、津波、洪水などの自然災害が発

生した場合の被害の様子や、避難救助活動に必要な情報

が掲載されている地図で、市役所などで配布しています。 

＊あなたのお宅やご近所は安全ですか 揺れ易さマップ 

地面のゆれやすさを示した地図がゆれやすさマップで、内

閣府の防災情報ﾍﾟ-ｼﾞで紹介されていますのでご覧ください

＊あなたのお宅は地震に耐えられますか、あなたのお家

は何年に建てられましたか 

昭和５６年に住宅の建物の強さを定める基準が大きく変わ

りました、この年以降に建てられているかどうかが自分の家の

強さを知る一つの目安となります 

＊連絡場所や集合場所を決めておこう 

災害は家族一緒のときに起こるとは限りません、そんな時

でもあわてずにすむように、家族が離ればなれになった時の

連絡方法や集合場所を決めておくことが大切です 

＊室内での怪我に注意しましょう 

窓ガラスや食器は鋭い破片を床一面に広げあなたの行く

手を阻みます、素足で歩ける状態ではありません、スリッパ

やズック靴等いつも使えるようにおいておきましょう 

＊非常持ち出し品を常に準備をしておましょう 

普段から地域のつながりが大切です 

＊結びに ！ 

災害に対する心構えまえは減災を進め、自分自身や家族

を守る自助、近所で協力し助け合う共助、公的支援の公

助、これらが一体となり、尊い命を失わないことが、災害に対

する心構えといえるのではないでしょうか  
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皆さん、こんにちは。今日という日は何の日かご存知でしょうか。

今から4年前の3月11日は未曾有の大災害が発生した日であり、

「東日本大震災の日」という記念日にあたります。忘れようにも忘れ

られない、全世界に速報ニュースで配信された大惨事があった訳

であります。未だに 2千数百名が行方不明のままであります。 

 本年度第 6回目の例会スピーチでも申し上げましたが、災害時

の特徴は、その指示や命令には必ず混乱と間違った判断がつき

まとい、何ひとつ訓練の場合と同様のことが起きてくれないのであ

ります。最終的には自分の運命を決めるのは「自分自身の判断」

しかないので、普段から「自己防衛の力」を身につけて下さいとい

うことになります。このタイムリーな記念日に「災害に対する心構

え」の卓話を頂くことになりました本日の 

ゲストをご紹介致します。 

天童市消防本部消防課 課長補佐の 

新関知己（ともみ）さんです。後ほどの 

講話宜しくお願い致します。 

 さて、先月の第 30 回例会でお話しを 

予定しておりました天童クラブ公開例会 

の内容をご紹介致します。東京東江戸 

川ＲＣ会員石橋正男さんの卓話、「ロータリーの発展を陰から支え

た先人群像」米山梅吉と福島喜三次の人間像にふれてみたいと

存じます。 

 私は日本人のロータリアン第 1号は「米山梅吉」であろうかと思

っておりましたが実は「福島喜三次」という人間であることが判りま

した．大正時代の初め、アメリカのダラスにあった三井物産の子

会社である東洋綿花という会社。社長は三井物産の若手幹部社

員である「福島喜三次」（佐賀県有田出身で今日の一橋大卒）で

ありました。彼は英語が非常に堪能であり学者タイプの人であっ 

たようです。その東洋綿花の取締役員の中にドイツ人のウイリアム

という人がおりまして、彼はダラスロータリークラブの正会員であり

ました。社長として赴任して間もない若社長を迎えたウイリアム

は、社長をゲストとしてロータリークラブに紹介したのが縁で、日本

人として初めてロータリアンとして入会することになったのでありま

す。1916年（大正5年）のことで、ここで日本人ロータリアン第1号

が誕生したのであります。 

 ところが、第一次世界大戦後、福島喜三次は綿花の買付に見

込み違いをして、数百万円の損害を三井物産本社に与えることに

なり、本社召還の命令（帰国命令）が出されることになりました。そ

んな時ダラスロータリークラブは盛大な送別会をやりお別れした

のであります。その時の会長が「お前が帰る東京にはまだロータリ

ークラブと言うものがない。ぜひ東京にクラブをつくってみる気は

ないか」と問われたところ「やってもいい。」と返事をしたそうです。

そしてただちにＲＩの理事会決議をもって東京ロータリークラブを

つくる特別代表に任命されたのです。悲しみを抱きながらも福島

喜三次は大正 9年 1 月に横浜港に着いたのであります。 

 約束ではこの年の6月末までには東京ロータリークラブをつくるこ

とになっていましたが思うように事は運びませんでした。誰かいな

いだろうかと思案した挙句、月日はたち最後の手段として周りを見

回したとき「米山梅吉」という一人の人間を思い出しました。 

                      （下記につづく） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

出席報告   伊藤敏明 委員 

本日会員５1 名（義務者 50 名）・出席者４3 名 

・出席率 86.00％ 

※前々回出席率を：：：％⇒86.00％に修正致します。 

スマイル  （平成２７年０3 月 11 日例会） 紹介：永山和敏 委員 

（歓迎） 

村山光男  ゲストの新関知巳さんを心より歓迎いたします 

橋本重幸  新関様卓話楽しみにしております 

佐藤栄治  新関様本日の卓話よろしくお願いします 

志田泰久  天童市消防本部新関課長補佐を歓迎します 

永山和敏  新関さん卓話よろしくお願いします 

古瀬正勝  毎年久野本自主防災会で大変お世話になっております。今後ともよろしく 

 

（会員誕生日ほか） 

鞍掛彰秀  ５９歳 

伊藤繁   ３月３日７８歳 

野川晶弘  ３月 22 日 53 歳 

村山征彦  満７０歳になりました。これからは何事も控えめに生きていこうと思います 

米野幸治  結婚記念日に綺麗なお花を頂きました。４０年目の記念日に回転寿司で祝ってきました 

 

（タイ、バンコック訪問） 

新関弥一郎 タイ国浄水器贈呈式終えて今朝帰国をいたしました 

武山茂   タイから戻りました。グローバル補助金３００万円、２０台の浄水器支援ですので、今までに

ない贈呈式でした 

阿部米位  本日は野川さんに空港まで迎えいただきました。雪の中有難うございます 

志田泰久  タイ・バンコックからお帰りなさい 

永山和敏  タイ訪問団のみなさん大変ご苦労様でした 

 

（会葬お礼） 

福富礼儀  ２月２４日の父の葬儀に宮内まで村山会長、古瀬幹事はじめ多くの会員に参列いただ感

謝、また香典，献花、弔電そして励ましのお言葉に御礼。８６歳でしたが亡くなる当日まで

雪かきをし、医療保険・介護保険も使わず突然で、子供たちに迷惑をかけずに逝きました 

幹事報告   古瀬正勝 幹事 

1、 国際ﾛｰﾀﾘｰ 2800 地区事務所より、2014～2015年度 「ﾛ
ｰﾀﾘｰﾃﾞｰ・ﾋﾞﾃﾞｵｺﾝﾃｽﾄ」応募のお願いが届いておりま

す。案件は最長３分位、日本語の作品には英語の字幕を

付ける。あらかじめﾕｰﾁｭｰﾌﾞにｱｯﾌﾟﾛｰﾄﾞする。 

2、 第 6師団神町駐屯地創立記念行事等 
の案内が、川崎師団長より届いています。 

期間：４月 19 日(日) 場所：神町駐屯地 

 午前 10：00～  

３、 2800 地区ゴルフ大会の変更について、 

当初４月2４日と予定しておりましたが5月9日(土)に変更

に成ります。 

委員会・各報告 H２７年０3 月 11 日 
＊タイ訪問団の帰国報告  武山 茂 

  7日出発して本日午前帰国しました。ｽﾘｵﾝRCから感謝状

  を、2800 地区と我が天童東 RC が頂きました。またｸﾗﾌﾞか

ら頂いた￥50,000 円で購入したｻｯｶｰﾎﾞｰﾙ等(20 校×3) 

60 ケの感謝ﾎﾞｰﾄﾞがこれです。ありがとうございました。 

その他の担当と報告     
＊職業宣言文唱和～山口 孝 ・青少年奉仕委員 

＊タクト ～永山和敏・親睦スマイル委員 

＊講師紹介～佐藤栄治・社会奉仕委員長 

＊謝辞 ～鞍掛彰秀・副会長 

 

  （上記よりつづく）        

 米山梅吉は大正7年の暮れ財政問題調査団の一員としてアメリ

カに渡ったとき、ダラスの福島のところに一泊していたのです。こ

れをご縁に米山梅吉に挨拶にいきロータリークラブ設立のことを

頼んだのです。「一業種一会員とは実業者の代表1人を選べばい

いんだな。わたしに任せておけ。やってあげましょう。」と承諾した

のであります。その間、紆余曲折ありながらも 6月末の設立予定は

過ぎたが、晴れて大正 9年 10 月 20 日に実業家 23 人が集まり、

目出度く東京ロータリークラブが日本で最初にできたのです。 

 初代会長は米山梅吉（20 才で米国に 8 年間留学、三井信託銀

行設立、社長となる）幹事は福島喜三次（三井物産取締役員 日

本で最初のロータリアン）がなり、定例会は毎月第2水曜日の月1

回の例会で東京ロータリークラブはスタートしたのであります。 


