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2019 － 20 年国際ロータリーのテーマ

ロータリーは世界をつなぐ

第 2802 回

例 会

ゲスト
いわき市勿来支所長

渡邉

一弘

様

◎会長報告－木幡智清会長

被害は亡くなった方が 8 名（男性 3 名、女性 5 名）

清水、久野、佐藤（政）、中河、今泉各会員及び木

溺死となっています。家屋被害が約 6,000 世帯です。

幡会長、嵐副会長、越田和会長エレクト、細田副

平浄水場が被害を受け平から久ノ浜地区で 45,500 世

幹事

帯が約 1 週間から 2 週間断水した状況です。台風 19

・出席奨励賞ありがとうございました。
吉野、鈴村、荒川（清）、本間、櫛田各会員
・本日早退ごめんなさい。

◇親睦活動委員会－荒川

◎退会会員挨拶－畠山禎昭会員

会員

・ＳＮＳ勉強会のご案内が届いています。

と思っています。会津地方は積雪が例年の 10 分の 1

・本日クレールコート内郷で新人会員合同セミナー

だそうです。ですので屋根の雪下ろしをしないので

が開催されますので参加会員は宜しくお願いしま

楽なようですが、スキー場が雪不足で困っています。

す。

（土砂災害に関するもの）
・避難準備・高齢者等避難開始

・2 月 15 日にＩＭが開催されます。申し込みの出欠
がまだの会員は今日私の方へお願いします。

し上げたいと思います。名前を呼

彰状をお渡し致します。鈴木雅之会員、丹野富二男

びますので前の方へどうぞ。櫛田

会員、髙瀬政男会員前の方へどうぞ。

会員、本間会員、鈴村会員、荒川
清会員、吉野会員おめでとうございます。

２

開設避難所（7 か所）

世話になりありがとうございまし

植田小学校、汐見が丘小学校、磐城農業高校、南

た。勿来ロータリークラブでご一

部アリーナ、勿来一小、勿来二中、植田東中

緒させていただき、会員の皆様と交流や絆が私の財

※ 7 か所合計の避難者は最大で 525 世帯、1293 名が

産になり、クラブの活動を通じて学ばせていただき

避難したが、翌日の 7 時までには、全員帰宅した。

ました。卓話も聞かせていただき本当に意義のある

３

浸水等の住宅被害

時間を過ごすことが出来たと思っています。1 月の

・床上浸水

2 棟（植田町林内、川部町禾の宮）

定期異動で水戸の本部へ転勤することになりました。

・床下浸水

4 棟（

来週は例会が休会ですので今日が私にとって最後の

４

からも仕事をしたいと思います。大変お世話になり

地がけ崩れ（川部町）等
【10 月 25 日大雨関連】
避難等の発令状況（勿来地区に係わるもの）

（土砂災害に関するもの）

いわき市勿来支所
支所長 渡邉 一弘様

・避難準備・高齢者等避難開始

皆さん、こんにちは。ご紹介を

・避難勧告

いただきました勿来支所長の渡邉

発令

9：00（市内全域）

発令

12：00（市内全域）

（河川水位に関するもの）

と申します。勿来ロータリークラ

・避難勧告

発令

15：10（鮫川・蛭田川流域）

ブの皆様には日頃より勿来のまちづくりに多大なる

・避難指示

発令

19：35（蛭田川流域）

２

開設避難所（5 か所）

はこのような機会を提供いただき重ねて御礼申し上

植田小学校、磐城農業高校、南部アリーナ、

げます。本日は昨年 10 月の台風 19 号で平地区は甚

勿来一小、勿来二中

大な被害を受けましたが、勿来地区は幸いにも鮫川

※ 5 か所合計の避難者は最大で 182 世帯、373 名が避

と高柴ダムがあり、大きな被害には至りませんでし

難したが、翌日の 8 時までには、全員帰宅した。
３

浸水等の住宅被害

かお話をしたいと思います。いわき市全体の被害に

・床上浸水

1 棟（佐糠町）

・いわき市勿来支所長の渡邉一弘

ついては資料の 1 頁に出ています。実際の被害は資

・床下浸水

5棟

・2020 年度米山記念奨学生世話ク

様の卓話を歓迎して。富岡、畠

料の 5 頁に平の夏井川の状況が出ています。赤とピ

ラブお引き受けご希望うかがい

山、渡邉（貴）、鈴村、冨澤、鈴

ンクに色がついている所が浸水した地域です。夏井

終了式開催のご案内が届いてい
ます。

正会員数
本日出席会員数

50 名
31 名

カード出席
本日の修正出席率

4名
71.43％

）

・冠水による市道路面崩落や河川の護岸崩落、民

１

◎ゲスト卓話

同上

その他

例会になります。後任の支店長は 27 日に着任予定で

た。実際どの位の雨が降ってどのような状況だった

◇スマイルボックス委員会
－富岡幸広副委員長

（河川水位に関するもの）
22：30（蛭田川流域）

尽力をいただき厚く御礼申し上げます。また、今日

◎幹事報告－細田誠一副幹事

15：10（市内全域）

発令

ました。

前回欠席でお渡し出来なかった会員へ地区大会表

発令

・避難指示

◎各委員会報告
◇出席委員会－佐藤政司小委員長
す。なお、本日は出席奨励賞を差

10：00（市内全域）

月から入会させていただき 1 年 7 ヵ

いわき市勿来支所長の渡邉一弘様です。昨年の南部

本日の出席状況は下記の通りで

・避難勧告

発令

20：30（鮫川流域）

す。ロータリーで学んだ奉仕の精神を忘れずにこれ

出席状況

（1）市が発令したもの

発令

・来週の例会は休会ですので宜しくお願いします。

・2018 － 19 年度米山記念奨学生

避難等の発令状況（勿来地区に係わるもの）

・避難指示

て下さい。それでは本日のお客様をご紹介致します。

◎地区大会表彰状伝達

１

皆さん、こんにちは。昨年の 6
月という短い間でしたが、大変お

・先週行われました理事会の議事録も回覧中です。

います。宜しくお願いします。

【台風 19 号（10 月 12 日）関連】

ので宜しくお願いします。

なるはずです。これも地球温暖化の影響ではないか

地区水害状況について卓話をいただくことになって

■台風 19 号における勿来地区の被害概要について

お願いします。1 月 25 日（土）宝徳院 18 時からです

ロータリーソング 我等の生業
－今月は職業奉仕月間です－

・ハイライト米山も届いていますので回覧中です。

激しいようです。皆さんも健康管理には十分注意し

号における勿来地区の被害概要は以下の通りです。

りが今日までですので参加される方はファックスを

すが、本来なら沿岸低気圧が通るとこの時期は雪に

1 月 20 日は大寒ですが暖かくなりそうで気候変動が

清小委員長

皆さん、こんにちは。1 月 25 日あんこう鍋パー

について文書が届いています。

皆さん、こんにちは。昨夜から雨が降っておりま

鈴木（雅）会員

ティーを皆様にご案内させていただきました。締切

令和 2 年 1 月 15 日 ( 水・雨のち晴 )

ロータリーの行動規範
木村 義英

木（修）、髙萩、荒川（義）、赤津（善）、木村（義）、

川で決壊が 7 箇所、好間川で決壊が 1 箇所で次の頁
には鮫川流域の状況が地図で示してあります。人的

（植田町小名田、堂の作、東荒田）
４

その他
・冠水による市道路面崩落や河川の護岸崩落、民
地がけ崩れ（植田町、勿来町ほか）等

