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心で繋がろう心で繋がろう

４つのテスト

真実か どうか
みんなに公平か
好意と友情を深めるか
みんなのためになるか どうか
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福井県内ＲＣ例会日 無印：１２：３０－開始 Ｋ　：１８：３０－開始 Ｌ　：１９：００－開始

武生府中ＲＣ(越前たけふ農協会館)
勝山ＲＣ(勝山市民活動センタ－) 大野ＲＣ(大野商工会議所会館) Ｌ 敦賀西ＲＣ(ニュ－サンピア敦賀)
武生ＲＣ(武生商工会館) 敦賀ＲＣ(福井銀行敦賀支店)

月曜日 福井東ＲＣ(ＡＯＳＳＡ) 若狭ＲＣ(ｻﾝﾎﾃﾙやまね･7-12月ﾎﾃﾙせくみ屋) 金曜日 福井あじさいＲＣ(ﾎﾃﾙﾘﾊﾞ-ｼﾞｭｱｹﾎﾞﾉ)木曜日 福井ＲＣ(ユア－ズホテル福井)

Ｋ 福井ﾌｪﾆｯｸｽＲＣ(ｻﾞ･ｸﾞﾗﾝ ﾕｱ-ｽﾞﾌｸｲ) Ｋ 丸岡ＲＣ(丸岡城のまちｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀ-)
火曜日 福井南ＲＣ(福井繊協ビル) 水曜日 福井北ＲＣ(ｻﾞ･ｸﾞﾗﾝ ﾕｱ-ｽﾞﾌｸｲ) 福井西ＲＣ(ﾊﾞ-ﾄﾞｸﾞﾘ-ﾝﾎﾃﾙ･ﾚｼﾞ-ﾅ)Ｌ 福井水仙ＲＣ(福井パレスホテル)

三国ＲＣ(三国観光ホテル)

第2907回
8/30(金)

第2909回
 9/13(金)9月第1例会8月第4例会8月第4例会

第2907回
8/30(金）

例会報告

第2908回
   9/6(金) 9月第2例会

開 会 点 鐘
四 つ の テ ス ト
ロ - タ リ - ソ ン グ
会 長 の 時 間
幹 事 報 告 等
プ ロ グ ラ ム
閉 会 点 鐘

点鐘：12:30

会員
卓話

テーマ

「我らの生業」

岩尾　顕治
　ソング委員長

点鐘：12:30

ロータリーソング

会　長　の　時　間
  清水  康弘    会長
　まず２６日の鯖江高
校就職模擬面接にご参
加いただいた方、誠にご
苦労様でした。

　相変わらずくだらない話ですがお付き合いく
ださい。
　私は夜８時から９時ごろに家に帰ってまず
犬の散歩をします。１kmちょっとの距離を３０

幹　事　報　告

出席率50％
鯖江商工会議所3階中ホール

「市における防災の取り組みについて」
市防災危機管理課

漆  崎　啓  二　様
健　康　診　断
馬場一彦　会員

酒井　雅憲　幹事
　来週９月６日の例会は親睦事業といたしまし
て健康診断を行います。

点鐘：18:30

卓話 夜間納涼例会
会場：神明苑ビアガーデン

分かけて散歩をするわけですけれど途中で犬
がウンチをするので、それを拾うためにトングを
もっていきます。
　帰りに薄暗いところですが県道端の江川に洗
い場があるのでそこでトングを洗います。街の
人や若い人たちはご存じないかもしれません
が、昔は田舎の人はそこで土の付いた野菜を
洗ったり、おしめなどを洗ったりするための場所
です。
一年位前だったと思いますが、ある日いつもの
ようにトングを洗って立ち上がって道に出ると
軽トラが止まって、おじさんが降りて向ってきま
した。
こんな時間に道でも尋ねに寄って来るのかなー
と思っていたら
「なんだ、川に落ちたんじゃなかったのか」
と言って踵を返してそのまま行ってしまいまし
た。
誰かが川に落ちたと思って助けに来てくれたの
です。そう思った私は心が温かくなりました。
やっぱり鯖江はいいところだな・・・

健康診断は１２時から
始めますので、ご希望の
方は遅れないように早め
に来ていただきますよう
お願いします。そして、例

会はいつも通り開会点鐘１２時半に始めます
けれども、「4つのテスト」「ロータリーソング」に
続きまして、早目にお食事時間とさせていただ
きます。会長の時間は、食事中に書面でゲーム
形式のものを楽しむことを、会長の時間に替え
させてさせていただきます。また、第1週目の表
彰ですが、１２時５０分から行われますので、
各委員長にはよろしくお願いします。
　１３日の例会は夜間例会で、夕方６時半から
「神明苑」に於いて行われます。例年通り商工会
議所前から送迎バスをご用意いたしますので、
ご利用される方は５時半に出発いたしますので、
よろしくお願いします。
　後ろの方に、６０周年の出欠票・I.M.の出欠
票・９月２２日に行われます防災講演会の出欠
票・１３日の夜間例会出欠票等の用紙が4つほ
ど置いてありますので、よろしくお願いします。特
にI.M.の方は、ホストクラブの方から催促が来て
おりますので、皆さんお早めにお返事いただき
ますよう、お願いします。

注：9月6日の健康診断は
　  午前12時から始まります
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テーマ

にこにこＢＯＸ報告

「市における防災の取り組みについて」
市防災危機管理課

漆  崎　啓  二　様

　令和元年８月２６日(月)１３時～１５時まで、
標記面接を実施しました。
鯖江高校の生徒１５名に当クラブ員９名が対応。５名
ずつの３グループに分かれ、来月から始まる面接に備
えました。
　緊張の中、厳しさと思いやりがあふれ、お互い貴重な
体験となりました。

鯖江ロータリークラブ 鯖江高等学校模擬面接実施
清水　康弘　会員

西尾　俊一　会員

齋藤多久馬　会員

窪田　健一　会員

日本事務局からのお知らせ
2019年9月のレートは、1ドル＝106円です
（9月レート適用は、9月１日（日）以降に弊局口座へ着金対象）

　

卓話者紹介　西尾俊一　プログラム委員長
　近年、佐賀県や新潟県、岡山県等がひどい水
害にあったりしていまして、最近防災という言葉
が付きまとってくるかなと思います。そこで、鯖江
市防災危機管理課 漆崎啓二様に卓話をお願い
いたしました。略歴をご紹介します。平成８年４

月鯖江・丹生消防組合採用、消防士を拝命されました。平成２１年４月
消防署防火指導課、平成２２年４月消防本部予防課、防火指導課、予
防課では、査察、設備、危険物の検査など火災予防の仕事に従事されま
した。平成２３年３月東日本大震災の時、岩手県陸前高田市に福井県
緊急消防援助隊第３次派遣隊として派遣されました。平成３０年４月
鯖江市防災危機管理課に派遣され、防災の仕事に従事されております。

卓話者　鯖江市防災危機管理課
           　漆崎　啓二　様
テーマ　「鯖江市における防災の取組みについ
　　　　て」
　私は防災について町内など３５～６件程お話

をしてきていまして、本日は住民に伝えている内容を、近年の災害を振り
返りながら皆様にお伝えしたいと思っております。
　平成３０年４月から鯖江市役所防災危機管理課で勤務をしていま
す。元々は、鯖江・丹生消防組合の消防士をしていて、今までは防火を専
門に活動してきましたが、「防災についても学んでこい」と言われ、今の
防災危機管理課で防災業務を行っています。火消しオンリーな私ですの
で、知らない事ばかりで勉強の毎日です。
　さて、近年の災害を振り返りますと日本全国いたるところで甚大な災
害が発生しております。平成７年１月には阪神・淡路大震災が発生し約
６４００人の方の尊い命が奪われてしまいました。その後も日本は数
多くの地震が発生しましたが、平成２３年３月には地震とその後の津波
等の二次被害が大きかった東日本大震災が発生し約１万３０００人
の方が命を無くされました。一方で、風水害を見ますと平成１６年７月
１８日に発生し今年で１５年という節目の年になる福井豪雨がありま
した。７月１３日からの新潟・福島豪雨をもたらした梅雨前線が、北陸
地方をゆっくりと南下して、７月１８日未明から昼前にかけて福井市、
旧美山町、旧今立町、池田町、そして鯖江市を中心に局地的な豪雨をも

漆崎様の卓話を楽しみに

　〃

　〃

早退します

卓話

たらしました。この雨で、鯖江市では鞍谷川、河
和田川、天神川が氾濫し、片上地区、北中山地
区、河和田地区を中心に、死者１名、負傷者１
３名、全壊４棟、半壊４４棟、一部損壊８０棟、
床上浸水３５２棟、床下浸水６２９棟、被害総
額約１１２億円という、未曽有の被害がもたらされました。その後、これ
ほどの大きい水害はありませんが、ここ２～３年は多くの台風が鯖江市
に接近し被害がありました。平成２９年の台風２１号、平成３０年７月
豪雨、平成３０年の台風２１号、２４号などがありました。鯖江市として
も平成３０年において、鯖江市台風タイムラインを活用して準備会議、
本部会議を行い万全の体制を整備してきました。平成３０年で見ます
と、４度の対策本部を設置し、避難指示（緊急）、避難勧告等の避難情報
を３回発令しました。幸いにも、人的被害は無く市民の皆さんの安全が
守られて、市としても安堵しているところです。
　しかし、最近の日本を考えると地球温暖化によって異常気象になって
おります。平成３０年７月豪雨のように日本に長雨が続き、西日本に豪
雨をもたらしたかと思えば、夏になり３８度以上が複数回計測されるな
ど猛暑日が続きます。このようにいつ災害が起こるかわからない状況の
日本なりました。
　去年５月、鯖江市は災害時サポートガイドブックの改訂を行い、市内
全世帯に配布を行いました。これは、市民の皆さんに自分の住んでいる
地域にどのような危険リスクがあるのかを事前に知っていただくためで

す。鯖江市は去年、今年の出前講座は「備災」を
テーマに話をしています。「備災」の備はそなえ
るといことで災害に備えることです。この備えは
、非常持出袋など備蓄品の物を備えることも備災
ですが、知識を蓄えて備えることも備災と考えて

おります。災害時サポートガイドブックを読んでいただき、知識を備えて
いただきたいと思います。
　鯖江市としては、今後更に地域密着型の防災行政を行い、町内の自主
防災や地区防災協議会の活動を推進していきます。この活動に地元企
業の協力をいただき、災害に強い鯖江の街づくりに努めていきたいと思
います。

小山 　俊明　　
ニコニコ委員長　


