
様臥WAiWOEW臨 LY H.26. 4. 15 

NO.39 
- 阿柑冨苦なさ三

高橋省三氏鎗

-会

-幹

長星

ロータリーを実携しみんなに豊かな人生を

2013-2014年度国際ロータリー会長

口ン D パートン

神局
)11 手日 紀

事毛利泰治郎

-会報委員長土 ß~ 義 紹

-例会日毎週火曜日

12: 10-13: 10 

-例会場四国中央商工会議所

電話 58-3530

FAX 58-6294 

-事務局四国中央商工会議所

電話 58-3530

3・11の教訓

宇高光重

皆様ご存知のとおり、先日、チリで大地震が起きました。 3・11の事を思い出した方

が大半だと思います。津波に注意するよう、日本でも各地住民に呼びかけが行われました。

あの日の事を教訓として、いつまでも忘れずにいたいと改めて思いました。

* * * * * * * * *本** * * * * * *牢** * * * * * * *牢*牢**本** * * * * 
『チリ沖地震早期準備、 3・11の教訓 津波注意報を予告/10分前の避難徹底』

産経新聞 4月4日(金)7時 55分配信より

南米チリでの大地震発生から 1日近くたった 3日午前、日本にも津波が到達した。幸い

目立った被害はなかったが、震源から遠いことも影響し、津波注意報の解除まで 15時間

もかかった。ただ、事前に津波の到達時刻が予想されたため、気象庁や自治体は 2日夜か

みどりと自然を大切に



ら警戒を呼びかけ、住民も心の準備ができたようだ。専門家は「津波は低くてもあなどっ

てはいけないJと、危機意識の重要性を指摘している。

気象庁は今回、津波到達前日の 2日夕の段階で「注意報を発表するならば 3日午前 3時

ごろ」と、前もって発表のタイミングを示すという異例の対応を取った。各自治体はこれ

を受け、 2日夜の段階で・住民に注意喚起を開始。東日本大震災で被災した岩手、宮城両県

などの沿岸自治体でも、避難所を早期に開設するなどスムーズな対応を進めた。ただ、避

難所を訪れた人ば意外に少なかった。

岩手県大船渡市は気象庁の対応を受け、 2日午後 6時45分の段階で住民に注意報発令

の可能性を伝えた。担当者Lは「住民が早期に警戒できたはずだ」と話した。 2日夜に阜く

も避難所を開設した宮城県気仙沼市も「早めの対応が取れたJ(担当者)という。

避難勧告対象が約 6千世帯約 l万 2千人に上った岩手県釜石市。防災担当者は「震災以

前なら注意報段階では『避難準備情報Jだったが、今回は危機意識を高めて対応した」と

話す。 3年前の被害で地盤が沈下し、堤防なども復旧していないため、当時の浸水域全体

に幅広く勧告を出した。

2日午後 8時 15分には、 3日午前 3時の津波注意報発令に備えていち早く 8カ所の避

難所を開設した。しかし、避難所に入った人は最大 52人にとどまった。

担当者は「高台の親類宅に行く人もいたようなので、単純に少なかったとは考えていな

い。震源が遠いので住民は津波をイメージしづらかったかもしれないが、早期に呼びかけ

たことで注意してくれたと思うJと話す。

釜石市内の仮設住宅に住む男性 (82)は、「津波と聞くとやはり震災を思い出す。朝に

は地震もあって、び、っくりした。気が抜けない 1日だった」 と振り返った。

30センチの津波を記録した岩手県宮古市の仮設住宅に住む主婦、中嶋光代さん (48)

は「仮設住宅は高台にあり、津波の心配はないので避難所には行かなかった」と話す。そ

れでも、「用心に越したことはない」と防災パックや水などを手元に用意していた。

宮城県東松島市では津波注意報を受けて、市内沿岸部 528世帯1， 481人を対象に避難

勧告を出したが、実際に避難所を訪れたのは 6人だけだった。

岡市内の主婦 (75) は「警報ではなく注意報。昨晩から報道で見ている限り大丈夫だと

判断し、避難はしなかった。それでも被災した自分たちにとっては『津波』という言葉を

聞くだけでまだ怖いjと話した。



東日本大震災では、避難誘導や水門閉鎖に尽力した多くの消防団員が津波に巻き込まれ、

犠牲になった。今回の津波ではその教訓から、退避を徹底する消防団の姿が目立った。

「間もなく 10分前になるので避難せよ」。津波到達予想時刻の午前 5時半を控えた 5時

18分、宮城県気仙沼市の消防団が無線で団員に呼びかけた。震災で 9人の殉職者が出た

市では毎月の訓練を重ね、 10分前に避難を完了:させる 110分前ルール」を徹底してきた。

岩手県陸前高田市の消防団でも、震災の翌年に i10分前ルール」を決めていた。この

日は午前 5時過ぎから「津波到達予想時刻は 5時 30分です。消防団は高台に退避し、監

視してください」と呼びかけた。

• 1軽視せず常に危機意識を」

防災危機管理アドバイザ一、山村武彦氏 (71)の話「今回の津波は予想高さ 1メートル

に対し最大 60センチだったが、津波は 50センチあれば人間はlr.っていられなL、。予想数

値が低いからとあなどってはいけな L、。潮位や地形などによって観測値よりも高いことも

ある。特に東日本大震災で地盤沈下したところは浸水しやすく、危険だ。大震災時のよう

に到達予想時刻を過ぎても 2波、 3波と来ることも忘れてはいけない。大きな被害がなかっ

たからといって軽視せず、常に危機意識を持って対処することが将来の被害防止につなが

る」
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出席報告

1.出席会員(60名中)

2.出席免除

3. 当日出席率

4.前々回補足修正率

(メイクアップ会員)

字田正会員

(3/25 大阪東南RC)

出席表彰 (4月)

・森実和生会員 (41年)

・杉浦征洋会員 (22年)

会長の時間

48名

4名

85. 71 % 
98. 18 % 

・3月29日出第 5回ゴルフコンペ表彰

優 勝 石 村 栄一 会員

・家庭集会報告会

A班副班長市川温彦会員

B班副班長井上由文会員

C班副班長土肥義紹会員

委員長の時間

「友 I4月号要点紹介 長野光正会員

・出席報告 宮内浩二 会員

会務報告

l.国際ロータリ一日本事務局

2014年4月ロ ータリーレート のお知らせ

【1ドル=102円】

2.第 2670地区ガパナ一事務所

「ロータリー活動の公共イメージ向上作戦J
ご報告と御礼

3.那覇西ロータリークラブ

地球自然環境保護活動 サンゴ植え付け参

加者募集について

4.桜ライン 311
桜ラインレタ- No.ll 

5. 2014年 4月 近隣クラブ例会のお知ら

せ(出席委員会)

ニコニコニュース

星 }Iトー先週の家庭集会では大変お世話に

なりました。

石川晋・・・地区協議会を歯科医師会の所用の

ため、欠席し、石川順一会員に代

わりに出席して頂きました。あり

がとうございました。

石川雅…向山公園の桜が満開ちか くになり

ました。一度桜を見に来てくださ

石村栄…先日のロ ータリーゴルフコ ンペで

優勝させていただきました。あり

カiとうございました。

大西聖…先日の地区協議会欠席になり申し

訳ございませんでした。LlI川様に

代理出席をしていただきありがと

うございました。御礼申し上げま

す。

大西宣…① 3/印刷 RCゴルフコンペご

参加ありがとうございました。雨

も降らず、楽しいコンペでした。

次回は遠征ゴルフ、 5/24、250

宜しくお願い申し上げます。

②D班全員出席です。

佐々木… 3月30日(日)松山コミセンにて開

催の地区研修・協議会に 12名参

加いただきました。その後、 18名

の次期役員の方々に参加いただき、

次期R1テーマと、当日発表され

た地区運営方針をお伝えしながら、

次期クラブ活動方針の提案をさせ

ていただきました。本日のクラブ

奉仕委員会担当例会では、部門別

協議会の一部委員会より発表いた

だきますので。

長野…C班全員出席です。また、また、

またです。

堀江… 3月31日、高知四万十町で開催

された「四万十川桜マラソンJに

参加してき ました。4時間を切り

たいと思いを込めた参加でしたが、

結果は 4時間 7分。もう一歩です。

沿道の桜が満開で、疲れた体を励

ましてくれました。また、来シー

ズンに向けトレーニング再開です。

宮内哲… 3月 30日、地区研修 ・協議会の

ご参加の皆様、お疲れ様でした。

また、その夜、細川でありました

次年度理事・役員・委員長会にご

参加ありがとうございます。次年

度お世話'をかけますが、宜しくご



協力お願い致します。

卓話 (クラブ奉仕委員会担当)

「地区研修・協議会報告j

次期会長佐々木敬史 会員

次期職業奉仕委員 山川浩一郎会員

次期社会奉仕委員石川順一会員

次期国際奉仕委員長横内文行会員

近隣RCの例会日

4月 10日休)新居浜RC
(リーガ新居浜)

4月 10日同観音寺RC

(観音寺商工会議所)

4月11日(剣伊予三島RC

(三島商工会館 4F) 

*三島商工会館 4Fにて、メーキャップ

受付

4月 15日(刈観音寺東RC
(観音寺グランドホテル)

4月 15日刷新居浜南RC
(リーガ新居浜)

例会プログラム

4月 15日(刈

(社会奉仕委員会担当)

結婚記念祝
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