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ゲスト 1名 ビジター 1名 会員24名

欠席4(免除者2名) 前回の修正出席率95.45％

出席率90.91％ 前々回の修正出席率86.36％

事前メークアップ 3名

今日から9月ということで基本的教育と識字率向上月間で
ございます
今日は私もみなさんにもよくあると思うのですが色々な気
持の変化よく言われるポジティブ。ネガティブという事が
よく言われていると思うのですが今日は「ポジティブな生
き方」について少しお話したいと思います。
ポジティブな生き方とは、「すべてのことを無理に好きに
ならなくてはいけない」ということではありません。
いやなものを無理に好きだと思い込んだり、いいことな

んだと言い聞かせるのではなく、「人生に何が起きても、
必ずポジティブな対処法を見つけることができる」と自分
を信じることなのです。
人それぞれ達成できないことなどありません。
困難な出来事やつらい状況こそ、成長するチャンスです。
その状況から抜け出せるだけの強さが備わっているからこ
そ、その出来事を経験しているのです。
どんな出来事であろうと、必ず解決策を見つけることが

できます。「もうダメだ」と決めつけてしまえば、本当に
ダメになってしまうでしょう。
でも、忘れないで下さい。必ずポジティブな対処法はあ

ります。
どんなことに対してもポジティブに対応していくことで、

着実に成長し、素晴らしい未来を招くことができるのです。
ポジティブなエネルギーを構築できたとき、思ってもい

なかった幸運を引き寄せ、そして奇跡は起こります。
「良い事も悪い事も自分のせい！他人のせいにしてるとそ
ういう自分になってしまう！都合の良い自分にならない。
厳しいし辛い時こそもっとそっちの方へ！」
「誰の日常にも面白いヒントがたくさんある。」
「遊びがわかってない。まずは一生懸命暮らすこと。」
「遊びに理由なんかない。」「人間は何のために生きてる
のか考えてることが生きている意味！」
「明日できることは明日にし」「、自分が賢いとか、でき
る人間だとか思ってはダメだ自分も含めて、皆バカなんだ
から 早くバカに気付かないとバカだってわかれば人間慎
重になる！」
「揚げ足取るのは簡単文句言うんだったら､自分の意見を
もってから言えばいい。」

1 湯河原ロータリークラブ

幹 事 報 告

ガバナーより
1．米山月間卓話者派遣について
卓話日：１０月２８日(金)
＜米山奨学生＞李丹阳(ﾘ･ﾀﾝﾖｳ）国籍(中国) 

2．地区指導者育成ｾﾐﾅｰでの質問ｱﾝｹｰﾄの件
質問があるクラブは９月末迄にｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所に
提出して下さい。

連絡事項 無し

「やればできる」ってじゃあやれよ！「昔は凄かっ
た」って昔なんかどうでもいいんだよ今どうなん
だ？」
「経験することが楽しい。だから生きていることが楽
しい。生きていることが経験だから。死んじゃったら
何も経験できない。でもそのうち、死ぬことも経験に
なる。」
「何でもかんでも規則通りにやらせようとするのは機
械の仕事､人間なんだからいろいろな場面で臨機応変に
対応しなきゃ！」
「あなたなんて居ても居なくても同じ！って言われた
ら、「居てもいいんだ！ラッキー」って思う。」途中
で意味を考えない。
「メンドクサイことがイヤなら、寝ているのが一番。
でも、ずっと寝ているだけじゃ、幸せも、生きてる時
間もわかりっこない。メンドクサイことがいっぱいあ
るから、生きてるんだって実感が持てる。」

ゲスト 湯河原町消防本部 柏木優輝 様
ビジター 小田原ロータリークラブ 錦織 潔 様
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湯河原町消防本部 柏木優輝様

○小田原を震源域とする「神奈川県西部地震」

（地震発生の切迫性が高いとされている）

地震の規模を表すマグニチュードは６．７を想定され

ており、現行の神奈川県地震防災戦略の減災目標として

いる地震です。

< 震 度 >

県西地域で震度６弱の揺れ、特に、小田原市、真鶴町

で、震度６強の揺れ湯河原町は震度６弱の揺れが想定さ

れます。

<液状化>

湯河原町内大部分で液状化の可能性は無しとなっており

ます。

< 津 波 >

湯河原町には３～５ｍの津波、相模湾内で２～６ｍ、東

京湾内で２ｍ以下の水位が想定されます。津波の到達時

間は、相模湾内で５～30 分、東京湾内で60 分以上と想

定されます。

<建物の被害> 

湯河原町 全壊棟数が340棟、半壊棟数が1670 棟と想定

されます。

< 人的被害 >

全県での人的被害は、死者880 人、重症者180 人、中等

症者1,780 人、軽症者2,660人と、津波による死者は680 

人と想定されます。

< 湯河原町人的被害> 

死者70人、重傷者20人、中等症者150人、軽症者220と想

定。

< 経済被害 >

経済被害の直接被害額は、9,175 億円と想定されます。

< 救 出 > 

救出が必要となる自力脱出困難者は300 人、小田原市で

多数発生すると想定されます。

< ライフライン > 

停電は、全県で2,059,500 軒、都市ガスの供給停止は

45,500戸、ＬＰガスの供給支障は920 戸、上水道は、発

災直後の断水人口は72,450 人と想定され、復旧には８

日程度を要します。下水道では、県全域に被害が生じ、

38,290 人に機能支障が生じると想定されます。復旧に

は８日を要します。電話回線は1,439,180 回線以上が不

通になると想定されます。

卓 話

結婚記念日 石田浩二君（９／２１）
錦織潔君（小田原RC）本日はよろしくお願い致します。
西山敦君・山本明峰君・浅田真隆君・石田浩二君・
望月博文君
９月１０日･１１日産土八幡神社例大祭、２日目は
時々雨に降られましたが無事終了しました。

石田浩二君 女子野球ワールドカップにおいて日本代表
が５連覇を達成致しました。姪っ子も出場しており
ました。

渡辺久恭君 スマイルでしくじりました。

スマイルＢＯＸ

< 避難者 > 

断水、建物被害による１日目から３日目の避難者数

（最大値）は、61,520 人、全人口に対する避難者の

割合（避難率）は全県で0.7％であり、市町村別では、

小田原市、南足柄市、湯河原町で多く発生します。４

日目から１週間後の避難者数は、上水道の復旧により

54,890 人、１ケ月後の避難者数は38,230 人と想定さ

れます。

湯河原町消防本部 柏木優輝様

会長挨拶

石田会員_結婚記念
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< 要配慮者 > 

高齢者（75 歳以上）で、避難者は6,930 人、断水

人口は6,070 人、家に被害を受ける人は7,030 人、

要介護者（要介護３以上）で、避難者は1,940 人、

断水人口は1,690 人、家に被害を受ける人は1,960 

人と想定されます。

< 道路・鉄道 > 

道路は、橋梁・橋脚の被害により県西地域で１ケ月

程度の通行止めとなる区間が生じると想定されます。

鉄道については、県西地域で被害が発生しますが、

当日中には復旧すると想定されます。

< 帰宅困難者 > 

地震の発生直後には、鉄道の路線点検等により、帰

宅困難者は県内で502,980人に達すると想定されま

す。しかし、鉄道は当日中に復旧するため、帰宅困

難者はすぐに解消されると想定されます。

< 港湾施設 > 

緊急物資受入れ港では、大きな被害は発生しないと

想定されます。

< 災害廃棄物 > 

建物の全壊・半壊・焼失により生じる災害廃棄物の

総量は、全県で154 万トンに達すると想定されます。

○大正12年に起きた関東大震災と同規模の

地震「大正型関東地震」

地震防災戦略・地域防災計画・中央防災会議等に

おいて、対策対象としている地震。相模トラフを震

源域とする、マグニチュード８．２、国が長期的な

防災・減災対策の対象として考慮している地震です。

< 震 度 > 

県西地域と県北部の一部を除き、ほぼ県全域で震度

６強以上の揺れが想定され、特に、川崎市、横浜市

から湘南地域、県央地域、県西地域にかけて、震度

７の揺れ、湯河原町は震度５強～６弱の揺れが想定

されています。

< 液状化>

湯河原町内大部分で液状化の可能性は無しとなって

おります。

< 津 波 > 

湯河原町には５～10ｍの津波が、相模湾内で６～10

ｍ、東京湾内で２～４ｍの水位が想定されます。津

波の到達時間は、相模湾内で５～10 分、東京湾内

で25～45 分と想定されます。

<建物被害> 

湯河原町 全壊棟数が120棟半壊棟数が780棟と想定

されます。

< 湯河原町人的被害> 

死者110人、重傷者10人、中等症者80人、軽症者110

人と想定。実際に大正12年の関東大震災時にも湯河

原町で、家屋の下敷きになり28名、山崩れで20名以

上の方が犠牲になったとのことです。

< 人的被害 > 

全県での人的被害は、死者31,550 人、重症者11,790 

人、中等症者82,730 人、軽症者95,800 人また、津波

による死者は12,530 人、横浜市、川崎市、横須賀市、

平塚市、藤沢市、小田原市、秦野市で多数発生すると

想定されます。

< 経済被害 > 

経済被害の直接被害額は、48 兆9,075 億円と想定され

ます。

< 救 出 > 

救出が必要となる自力脱出困難者は64,520 人、横浜市、

川崎市で多数発生すると想定されます。

< ライフライン > 

停電は、全県で4,587,250 軒、都市ガスの供給停止は

1,972,960 戸、ＬＰガスの供給支障は16,490 戸と想定

されます。上水道は、発災直後の断水人口は5,382,170 

人、復旧には49 日を要します。下水道では、県の全域

に被害が生じ、792,010 人に機能支障が生じると想定

されます。復旧には132 日程度を要し、電話回線は

3,447,610 回線以上が不通になると想定されます。

< 避難者 > 

断水、建物被害による１日目から３日目の避難者数

（最大値）は、3,745,050 人、全人口に対する避難者

の割合（避難率）は全県で41.4%であり、市町村別では、

横浜市、川崎市、横須賀市、平塚市、藤沢市、小田原

市、茅ヶ崎市、秦野市、厚木市で多く発生します。４

日目から１週間後の避難者数は、上水道の復旧により

3,644,890 人、１ケ月後の避難者数は2,793,550 人と

想定されます。

< 要配慮者 > 

高齢者（75 歳以上）で、避難者は338,560 人、断水人

口は462,520 人、家に被害を受ける人は311,840 人、

要介護者（要介護３以上）で、避難者は103,040人、断

水人口は140,800 人、家に被害を受ける人は94,900 人

と想定されます。

< 道路・鉄道 > 

道路は、橋梁・橋脚の被害により全県で１ケ月程度の

通行止めとなる区間が生じ、鉄道については、全県で

被害が発生し、復旧には14 日以上かかると想定されま

す。

< 帰宅困難者 > 

地震の発生直後には、鉄道の路線点検等により、帰宅

困難者は県内で610,660人に達すると想定されます。鉄

道は全県で14 日以上不通が続くため、長期間にわたっ

て帰宅困難者が発生すると想定されます。

< 港湾施設 > 

緊急物資受入れ港では、公共バースの95 箇所で大きな

被害が発生すると想定されます。

< 災害廃棄物 > 

建物の全壊・半壊・焼失により生じる災害廃棄物の総

量は、全県で9,450 万トンに達すると想定されます。
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○多数傷病者発生時の対応について

（ＤＭＡＴ要請方法）

１ 派遣基準

県内で震度６弱以上の地震又は、傷病者が

２０人以上発生若しくは発生が見込まれる災害

の場合、次の基準により派遣される。

（1）町長が神奈川ＤＭＡＴの派遣要請をし、神奈

川ＤＭＡＴを派遣することが適切と知事が判断し

た場合。

（2）発生した災害に対し、神奈川ＤＭＡＴを派遣

することが適切であると知事が判断した場合。

※ 他の都道府県への派遣にあっては、被災都道

府県知事等からの派遣要請があり、かつ神奈川Ｄ

ＭＡＴを派遣することが適切であると知事が判断

した場合となります。

２ 要請方法（原則）

（1）災害発生。

（2）被災した市町村等の災害対策本部から神奈川

県医療救護本部へ神奈川ＤＭＡＴ派遣要請。

（3）神奈川県医療救護本部から神奈川ＤＭＡＴ指

定病院へ神奈川ＤＭＡＴ派遣要請。

（4）神奈川ＤＭＡＴ指定病院から被災した市町村

に神奈川ＤＭＡＴを派遣。（災害現場等における

医療活動）

ＤＭＡＴの統括のため神奈川ＤＭＡＴ指定病院か

ら神奈川県医療救護本部に神奈川ＤＭＡＴを派遣。

３ その他

ＤＭＡＴは被災地に速やかに出向くことが重要

であることから、突発的な災害時にも的確に対応

するために、地域の消防機関から直接神奈川DMAT

指定病院に派遣要請をすることも可能です。

※藤沢市民病院 TEL 0466-25-3111

※東海大学医学部付属病院 TEL 0463-93-1121

名称 所在地

公立大学法人横浜市立大学附属市民総
合医療センター

横浜市南区

聖マリアンナ医科大学病院 川崎市宮前区

東海大医学部付属病院 伊勢原市

秦野赤十字病院 秦野市

津久井赤十字病院 相模原市緑区

独立行政法人労働者
健康福祉機構横浜労災病院

横浜市港北区

平塚市民病院 平塚市

社会福祉法人恩賜財団
済生会横浜市東部病院

横浜市鶴見区

川崎市立川崎病院 川崎市川崎区

国家公務員共済組合連合会共済病院 横須賀市

財団法人神奈川県警友会
けいゆう病院

横浜市西区

国家公務員共済組合連合会横浜南共済
病院

横浜市金沢区

※神奈川のＤＭＡＴのチーム編成については医師、看
護師、業務調整員からなる１チーム５人編成を基本と
している。しかし、神奈川ＤＭＡＴ指定病院の実情に
応じて1チームの人数を変更できるものとしている。

東日本大震災被災地

神奈川ＤＭＡＴ指定病院


