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4月25日 卓話 こんろボンベ、新
型バッテリー、ミネラル水
事業などで業績伸長へ
小林裕一郎会員
5月 2日 休会
5月 9日 卓話
上尾市教育委員会
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について。上尾市の
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5月16日 次年度計画
クラブフォーラム④
5月23日 卓話 地区青少年
奉仕部門
5月30日 休会
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皆さまこんにちは。本年度第38回の例会にお越しいただきまして、
誠にありがとうございます。本日は、上尾市 危機管理防災課 中村進
様、ようこそいらっしゃいました。後ほど、卓話を頂戴いたします。
まずは、先週４月３日(水)第５グループゴルフコンペには当クラブよ
り３組11名のご参加をいただきました。当日は晴れてはいましたが非
常に風の強い一日で、アゲンストとフォローとでクラブも４番手くら
い違うような状況で、どの選手もスコアメイクに苦しまれたようでし
た。当クラブでは細野宏道“プロ”が第５位でベスグロと２ストローク
差という僅差でした。私は天候や風には全く左右されず、安定のいつ
もと同じくらいのスコアでした。ご参加の皆様、大変お疲れ様でした。
翌日４月４日(木)の例会は上尾駅東口駅前にて献血活動を実施いたし
ました。この日はお天気に恵まれ、12:30から16:30の４時間で、受付
人数が32名、献血人数が28名という結果でした。最初のほうは献血希
望者が一気にお越しになり、待ち時間が40分以上という場面も見られ
ました。事前打ち合わせ・設営とご尽力いただきました野瀬社会奉仕
委員長、そして当番としてご協力いただいた会員の皆さま、誠にあり
がとうございました。
そして４月７日(日)は、上尾市スポ
ーツ少年団・種目別交流大会の総合開
会式ということで、朝から上尾市民球
場に行ってまいりました。野球・サッ
カー・ソフトボール・バレーボール・
ミニバスケットボール・ドッヂボール・空手など、全42チームが参加
し、盛大な開会式が行われました。当クラブからは島村後援会会長、
セレモニーの芳賀“社長”、そして宇多村幹事はスポ少の設営側でなん
と来賓駐車場の整理をされていました。皆さま、早朝より大変おつか
れさまでした。
４月１日より新社会人生活をスタートされた米山記念奨学生の鄭維
嘉さんですが、社会人スタートから１週間経った近況報告がきました。
毎日やることが多くなかなか慣れなくて大変です。一昨日、配属面談
があり、昨日からは宿泊研修に出かけているということです。新しい
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環境に早く慣れて、活躍していただきたいと思いま
す。とのことでした。
さて、今日は４月11日ですが、今から８年と１カ
月前の、2011年（平成23年）３月11日(金)14時46
分、仙台市の東方約70ｋｍの三陸沖を震源とするマ
グニチュード9.0、最大震度７の大地震が起こりま
した。皆さまも記憶に残っていることと思いますが、
東北地方を中心に東日本の広範囲にわたり２〜３分
以上、激しい揺れが続きました。地震につづけて大
きな津波が起こり、15時過ぎから16時ごろにかけ
て、東日本、特に東北地方の太平洋側の地域が甚大
な被害を受けました。津波の高さは９ｍ以上といわ
れ、建物の５階まで浸水した地域もありました。亡
くなられた方は１万5897人。そのほとんどが津波
によるものです。現在も2533人の方が行方不明で、
捜索が続けられています。震災によって避難した人
は最大で約４７万人。現在も５万1778人の方が仮
設住宅などで暮らしています。東日本大震災は、地
震そのものの影響に加えて、津波、火災、停電、そ
して福島第一原子力発電所の事故など、多岐にわた
って甚大な被害をもたらした、大規模複合災害とい
えるでしょう。
幸い、埼玉県そして上尾のこの辺りは大きな被害
はありませんでしたが、交通機関のマヒによる帰宅
難民や、通信機器が使えず家族の安否がわからない、
コンビニやスーパーマーケットに行っても食べ物や
生活物資が入手できない、原発停止による節電のた
めの計画停電、ガソリンスタンドでの給油制限など、
皆さまのご記憶にあるかと思います。また、この東
日本大震災を機に、ご家族で万一の大災害のときの
待ち合わせ場所や連絡方法を話し合ったり、非常用
物資を買いそろえたりされた、というご家庭も多い
ことでしょう。
昨年2018年も、西日本豪雨、大阪北部地震、北
海道胆振東部地震、相次ぐ巨大台風による広域被害、
記録的猛暑、記録的豪雪など、「今年の漢字」に
「災」が選ばれるという年になってしまいました。
「天災は忘れた頃にやってくる」とよく言いますが、
自然災害を防ぐことは難しいので、万一の大災害の
時には、まさに「日頃からの備えが生死を分ける」
と言っても過言ではないかもしれません。
本日は、上尾市役所 危機管理防災課の 中村進様
より「自宅でできる震災対策、地域防災の重要性、
上尾市の災害対策」というテーマで卓話を頂戴いた

します。皆さまもご家庭や会社での日頃からの備え
に役立てていただければと思います。
本日もどうぞよろしくお願いいたします。

幹

事

報

宇多村 海児幹事

告

◇４月のロータリーレート
は１ドル＝１１０円です。
◇上尾市教育委員会から
「平成31年度上尾市中学
生社会体験チャレンジ推
進委員の推薦について」
と
いう案内が届いています。詳細は幹事までお問い合わせ
ください。
◇2019年規程審議会報告会が５月９日（木）18:30〜
さいたま市民会館うらわ大ホールで開催されます。希
望者は幹事までお申し出ください。
◇献血の実施報告です。受付人数32名、実施28名でし
た。
ご協力いただきありがとうございました。

委員長報告

クラブ管理運営委員会 斎藤 修弘委員長
あす大宮ソニックシティ
で開催される
「地区研修・
協議会」に、対象となる次
年度役員・委員長はご出席
をお願いいたします。
また、
16:30から上尾に戻り懇親
会を設営しています。
よろしくお願いいたします。

ポ ールハリスフェロ ー 授 与
宇多村海児会員にポールハリスフェローが授与され
ました。おめでとうございます！
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例 会 主 題

自宅でできる震災対策、
地域防災の重要性、上尾市の災害対策
上尾市 危機管理防災課 中村 進様

私は危機管理防災課の
前は消防本部に長年勤務
しておりました。本日は主に
地震が起きた際にどのよう
に対処したらいいかお話し
したいと思います。
つい最近では昨年、北海道胆振地方で大きな地震が
起きましたね。
さらにその３か月前には大阪府北部地震
も起きましたね。
1995年１月に起きた阪神淡路大震災では20秒ほど
揺れただけで6434人の方が亡くなりました。
さらに4万
3千人の負傷者がでて、32万人が被災者となりました。
上尾市の人口が22万8千人ですから、
どれだけ大きな
震災だったかということが言えると思います。4万3千人
の負傷者がでた際には救助工作車が出動しました。ち
なみに上尾市消防本部には救助工作車は２台しかあり
ません。神戸はもっと台数があったでしょうが、4万3千
人がケガをしていたら、
とても対応できません。
この時、
58カ所で火災も起きていました。
１か所で数十軒が燃
えているので、消防車も足りず、消しきれません。当時、
消防では他の自治体に応援に行くという組織はできて
いませんでした。それでも291隊の消防隊が駆け付けま
した。
瓦礫だらけの街で、被災者は自分のことで精いっぱ
いで周りが見えなくなっているため、救援に駆け付けた
消防隊の車はサイレンを鳴らしながらゆっくり進みます。
そうすると、本来の目的地に着く前に、住民が消防車に
しがみついてきて、社会死している家族の救助依頼をし
てきて、なかなか目的地に辿りつけなかったそうです。
こ
の年の夏、全国5千隊による緊急消防援助隊という組織
が誕生しました。上尾市も組織の中に入っています。
2011年、東日本大震災が起きた際、上尾市の消防も
現地に応援に行きました。応援に行くとなると５日間くら
い帰ってこれません。地震発生後、すぐに「国から支援
要請がくるな」
と察し、
５日間の食糧、着替え等を用意し、
ニュース速報の39分後には出動体制ができました。
し
かしながら国からの要請があったのは夜９時でした。羽
生ＰＡに集結し、陸前高田を目指しましたが、現地に着
いたのは翌日の夕方でした。夕方着くとあたりは真っ暗

でいいので、家の中にいたら家具から離れ、部屋の中央
に寄ってください。それだけでケガから身を守れます。次
に着替えですが、夜眠る前に翌日の着替えを枕元にまと
めて置いてください。それから懐中電灯はいつも同じ場
所に置いておいてください。スリッパも必ず履いて、運動
靴も用意しておいてください。手袋と帽子を用意してい
たらなおベストです。
本日は、埼玉県が勧めている
「ITSUMO BO-SAI（い
つも防災）」
というマニュアルブックもお配りしました。そ
の中に「命を守る３つの自助の取組」が紹介されていま
す。いちばん初めにでてくるのは「家具の転倒防止法」で
す。皆さんは知識として知っていて飽き飽きしているかも
しれませんが、阪神淡路大震災の時に、家の中で家具が
倒れてケガをした人は46％、落ちてきたモノでケガをし
た人は29％、合計75％もいます。
この75％の可能性を
限りなく下げるためには、家の中での対策が大切です。
タンスの移動ができないなら、せめて向きを変える、自分
の布団の位置を変える、距離をおく、などです。
次に出てくるのは「３日分以上の水・食料を備蓄しまし

なので救助活動はできません。救助活動を始められた
のは、地震発生から２日半後でした。それまでの間、現地
の方はご近所同士で助けあっていました。援助隊本来の
活動は生存者の救命でしたが、現地でまず見たのは、屋
根裏や電柱・電線などで亡くなっている人々で、遺体を
見つけたら性別・年齢・身長などを記してブルーシート
にくるんで道路に安置し、回酒してもらいました。
さて上尾市で、
もし大きな地震が発生したらどうなる
でしょうか。平成24・25年に埼玉県地震被害想定調査
を行っていてます。関東平野北西縁断層帯（深谷断層帯
と綾瀬川断層帯が組み合わさった断層帯）の30年以内
の地震発生確率は0〜0.008％と非常に低いです。
しか
しながら阪神淡路大震災が起きる確率は0.02〜8％、
熊本地震は0.9％以下で、
「まさかここでは地震が起き
ないだろうな」
という場所で地震が起きていますので、全
国どこで地震が起きてもおかしくありません。なので用
心が必要です。
本日は上尾市災害ハザー
ドマップをお配りしました。
上尾駅周辺の避難所は、
上尾小学校、中央小学校で
す。P10に建物倒壊危険度
マップがあり、上尾駅付近
は危険度が8〜12％と低い
ですが、あちらこちらにある
住宅密集地域は20％以上
になっています。
P14に「揺れやすさマップ」が示してあります。
もし直
下型地震が起きたら、上尾駅付近は震度６強になると想
定されています。P16「液状化危険度マップ」では、上尾
市ほぼ全域で危険度は極めて低く、
またP26「荒川洪水
ハザードマップ」でも危険度は低くなっています。
続いて上尾市の震災対策についてお話しします。
もし
震度７の地震が発生したら、避難者は人口の約５％＝１
万１千人といわれています。その方々が避難所に来たら、
上尾市で１.５日ぶん、
また埼玉県が１.５日ぶんの計３日
ぶんの食糧を用意しています。水は１.５ℓのペットボトル
が１万６千本を備え、その後は貯水槽から搬送するシス
テムも用意しています。
さて、
ここで「自宅でやるべき震災対策」についてお話
しします。
「やっておいた方がいいですよ」ではなく、
「やっ
てください」
という震災対策です。
まず地震が起き、スマ
ホからアラームが鳴ったら、黙って様子を伺うのではな
く、今自分がいる場所が安全かどうか考え、たった50cm

ょう」
とあります。
１日１人３リットルの水を準備してくだ
さい。それを３日分です。通常は、食事、
トイレ、洗顔、風
呂、洗濯など１日１人80〜120リットル使っていますの
で、生きるために最低限必要なのが１日３リットルです。
食料は７日間分の備蓄を推奨しています。そして備蓄す
る際に重要なのは、古い食材から順に食べ、そして買い
足す＝ローリングストック法です。用意するのは、自分の
好きなものにした方がいいですね。そのほか、カセットコ
ンロとボンベがあるといいですね。
最後に、たとえば自分が助かって外に出るとしたら、ガ
スや電気や水道を止め、そしていちばん大事なのは「近
所への声がけ」です。
お互いに見守り、助け
合う精神をもっていた
だければと思います。
本日はこのような
機会を設けていただ
きありがとうございま
した。

中村様、卓話をご披露いただき
ありがとうございました！

スマイル
宇多村幹事 用心に勝るリスクコントロールなし。
娘が年長さんになりました。

樋口会長 須田副会長、斎藤修弘副幹事、岡野会員、大塚信郎会員、
小林邦彦会員、齋藤重美会員、尾花会員、大木保司会員、細野会員、
齋藤博重会員、深澤会員、藤村会員、長沼会員、小田切会員、
丹井会員、大木崇寛会員

第２776回 例会 献血活動を行いました
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於：上尾駅東口、丸広前
皆様、ご協力頂きありがとうございました。
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例会日 毎週木曜日 12：30〜13：30
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芳賀会員

卓話、ありがとうございました。

