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第1793回

通常例会

ＲＩ会長
バリー・ラシン
会 長 テーマ インスピレーションになろう

クラブ会長標語 今何が出来るか 何をすべきか
考え、行動しよう！

日時：2018年 9月11日(火)
会場：ザ・ビー八王子
司会：加藤 登 副幹事

会長スピーチ

◎ 会員スピーチ

橋本 幸一
一昨日大坂なおみさんが全米オープンで優勝し

「大雨と土砂崩れ」(後編)
菅原 孝 会員

近年、土砂災害の多くは大雨が原因で起こるため、1 時
間に 20mm 以上、または降り始めてから 100mm 以上の雨量

ました。日本人初ということで日本のみならず海

になったら注意が必要です。土砂災害には大きく 3 種類あ

外でも話題となっています。陸上ではケンブリッ

ります。
（予兆・前兆、危険箇所については資料参照）

ジ飛鳥選手が１００×４のリレーで有名になり、

1. がけ崩れ：集中豪雨や地震などにより地盤が緩み、抵抗力
の低下や浮石の抜け出しが生じて瞬時に斜面が崩れ落ち
ること。突発的に起こり、崩れ落ちるスピードが速いため、
人家の近くで起きると逃げ遅れる人も多く、死者の割合が
高い特徴があります。
2. 土石流：水を含んだ大量の土砂が、河川、渓流を流れ落ち
る現象のことで、山津波ともいいます。雪ダルマ式に土砂
が膨らみ、岩石を先頭に流れ落ちるため、破壊力がと
ても大きくなります。
3. 地すべり：山や斜面の一部が、ある程度原形を保ったまま
ゆっくりと下方に移動し、ある地点で崩れる現象で、降雨
や融雪による地下水位の上昇、人為的な地形改変などによ
って起こります。特徴は、移動が緩慢な活動から始まり、
滑落した土塊も比較的原形を保っていることです。
【工法等説明割愛】

スポーツの分野でも多くのハーフの方が活躍され
ています。大坂さんは海外に住み日本語はほとん
ど話せない様ですが、優勝インタビューでの謙虚
な受け答えが、日本人的だという話を聞きました。
何をもって日本人とするか様々な基準があります
が、これも時代とともに広くなり、日本人のダイ
バーシティ（多様性）と繋がっていくものではな
いでしょうか？
日本では人口減少が大きな問
題で、移民についても現実的な課
題となってきています。大坂さん
の活躍がダイバーシティの理解
の一歩となればと願っています。

最後に、手前味噌ですが、昨年と 2 年連続で都建設局
長賞を、今年は都南多摩西部建設事務所長賞を受賞し、
実行部隊を持ってきちんとした工事をしているので、何
かお困りのことがあったら声をかけてください。

◎ 会員スピーチ
木下 政昭 会員
本日は、私の仕事でもある公認会計士の仕事と、
株式会社の仕組みについて簡単に説明したいと思
います。
株式会社は大勢の人からお金を集めて、大規模に
事業を運営していく会社形態です。株主が会社にお
金を出す理由は、会社が儲かれば配当という形で利
益の分配金を貰えるから、あるいは業績が上がって
会社の価値が上がれば 買っ た 値段 より も高 く株
を売却することが出来るからです。

会社が儲かっているのか、
儲かっていないのかの営業
成績を表したものが会社の
作成する決算書です。しか
し、株主には疑問がわいてく
るのです。「この決算書は信
用できるんだろうか？」
。
そこで、我々公認会計士の登場です。会社が作成し
た決算書が正しく会社の営業成績を表しているかど
うか証明することを「監査」と言い、この「監査」を
業としてできるのが我々公認会計士なのです。

本日の式次第
◎開会点鐘

◎幹事報告
橋本幸一 会長

(12:30)

◎ロータリーソング「奉仕の理想」

①
②
③
④

◎お客様のご紹介 橋本幸一 会長
◎会長スピーチ

橋本幸一 会長

◎幹事報告

水長秀彦 幹事

◎会員スピーチ

菅原 孝

会員(後編)

【メークアップ】

木下政昭 会員
◎閉会点鐘

橋本幸一 会長

◎出席報告

小嶺和昭 出席(奨励)委員長

水長 秀彦 幹事
メールアドレス変更(東京赤坂 RC)
エス・オー・エスこどもの村からお礼状が届きました。
ガバナー月信 9 月号の発行について
次回例会は 9/18(火)
理
事
会 (16:30-17:30)
夜間 2 回例会 (18:00-20:00)
会場：八王子ホテルニューグランド

(13：30)

平塚德則 会員
佐野武久 会員
佐藤武文 会員

八王子 RC(8/30)
インターンシップ(9/4)
八王子北 RC(9/10)
◎ニコニコ箱 坂本芳彦 親睦委員長
15 名：計 41,000 円 累計 509,000 円
(年度予算 １,４００,０００円)

会員総数

出席者数

出席率

欠席者数

前々回出席率

ﾒｰｸｱｯﾌﾟ

欠席者数

賜暇

２４名

１８名

78.26%

５名

83.33%

２名

４名

１名

《 ニコニコ特集 》
橋本幸一君

暑い夏はどこへ。皆様季節の変わり

目健康に留意。
水長秀彦君

会員スピーチを楽しみにしています。

伊熊俊雄君

旭川にて震災にあいましたが、多くの

方に助けていただき、無事帰ることができました。
加藤

登君

菅原様（後編）と木下さんのスピー

チ楽しみにしています。
小嶺和昭君

急に秋の風にうたれ心地良さを感じ

ます。風邪などひきませんようそろそろ冬支た
くを心がけなくては…。
近藤義之君

先日、南多摩地区では初のレーザー

佐藤武文君

子安神社での今月の例大祭、来月の観

月祭に1人でも多くの方が参加されますように‼
菅原

孝君

土砂災害の話をしていたら、おおきな

災害が起きてしまいました。
千葉謙一君

昨晩、母が体調不良のため、34年間続

けていたスナックを閉店しました。今まで女手一
つで大変でしたね。後は僕がいますので、ゆっく
り療養して下さい。任せて下さいね。
戸 塚 万豈 君

本日他 の会議 にどうし ても出 席しな

ければならず早退させて戴きます。
平 塚 德則 君

本日は 菅原会 員のお話 を楽し みにし

白内障手術に成功しました。この手術に使用す

ています。又、急に涼しくなったりで、体調管理

るフェムトセカンドレーザー装置は高価な機械

に気を付けて下さい！

ですが、私の手術人生の定年延長に貢献してく
れると思います。詳細はいずれ、会員スピーチ
の際にお話ししたいと思います。
坂本芳彦君

先月高野山の宿坊に泊まって、祈願

をしてきました。夫婦二人で140年の汚れを流せ

古瀬和雄君

急に寒くなったようです。体調に気を

つけましょう。異常な気候でした。秋は早まるの
でしょうか？
松宮兼房君

ようやく秋らしくなりました。日本中

自然の猛威で大変です。

ましたでしょうか？残念！
《 9 月の予定 》基本的教育と識字率向上月間
ロータリーの友月間
4 日(火) 通常例会・三祝
会場：ザ・ビー八王子
11 日(火) 通常例会
会場：ザ・ビー八王子
18 日(火) 理事会・夜間 2 回例会
会場：八王子ホテルニューグランド
25 日(火) 2 回例会振替休会

《10 月の予定 》経済と地域社会の発展月間・米山月間
2 日(火) 通常例会・三祝
会場：ザ・ビー八王子
9 日(火) 理事会・通常例会
会場：ザ・ビー八王子
16 日(火) 2 回例会振替休会
23 日(火) 夜間 2 回例会
会場：八王子ホテルニューグランド
30 日(火) 特別休会

東京八王子東ロータリークラブ/ＲＩ第２７５０地区多摩南グループ
例会：毎週火曜日 12 時 30 分～例会場・事務局：ザ・ビー八王子 八王子市明神町 4-6-12 TEL:042-646-0111・事務局直通 TEL:042-644-4135
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