
□点 鐘

□ロータリーソング：我等の生業

□ゲスト：竹原市長 今榮 敏彦様

□会員数：３２名（免除者：３名）

□出席者：２４名 □欠席者： ６名

□メイク： ２名 □出席率：８１．２５％

□会員誕生日 久藤 孝仁 堀越 賢二

板場 英行

□結婚記念日 土居 敏昭
□配偶者誕生日 西岡 一道 野田 眞治

□事業所創立 田中 幸俊 尾野 剛章

□結婚記念日…佐藤

□特別スマイル

・一昨日、フジ竹原店にて８千円の商品券を置き忘

れましたが、幸運にも無事に戻りました。届けて

頂いた方に厚く感謝します。 （木村安伸）

・第４５回聖恵文化祭に感謝します。 （川崎俊和）

・ロータリーバッジ忘れました。 （佐藤守幸）

幹事 尾野 剛章

・因島RC創立５０周年御礼状

・竹原LC結成６０周年御礼状

・１２月よりポリオ寄付として4,000円集ます。

会長 板場 英行

今榮敏彦竹原市市長には、議会運

営など諸業務ご多忙の中、当クラ

ブの例会にご来駕頂き厚く御礼申

し上げます。のちほど、竹原市の

現況、今後の展望などについて卓

話をお願いいたします。１１月末

となり、平成３０年も残り１カ月

余り、１年を振り返る時期となり

ました。クラブ会長としての役務も折り返し点を迎

え、諸々の反省点を痛感している現況です。

クラブの通常例会、親睦旅行と休会のため２週間の

ブランクでした。１１月１１日には、竹原市市議会

議員選挙の投開票が行われ、今榮敏彦市長を支え、

市政を推進する１４名の議員が選出されました。当

クラブの堀越会員も３選を果たし、市政の発展と活

性化に大いなる力を発揮してほしいところです。

１１月１５，１６日親睦旅行例会で南国高知に行っ

てきました。天候に恵まれ高知の風土と味に堪能し

た二日間でした。自分が８年間在籍しました高知北

クラブとの親睦、交流も大いに盛り上がりました。

詳細は、山根親睦活動委員長の週報をご一読くださ

い。１１月２３日、竹原ライオンズクラブ結成６０

周年記念行事が大広苑で開催され本クラブを代表し

て出席しました。竹原ライオンズクラブは、本クラ

ブ発足の６年前1958年に結成され、半世紀を超える

活動を地区内外のライオンズメンバーとともにお祝

いされました。６０年の歩みを回覧しています。

本日は年次総会で次年度役員・理事の公表予定でし

たが、「指名委員会」による次年度副会長の指名が

停滞している関係で延期します。鴨宮委員長にはご

労苦をお掛けしますがよろしくお願いします。先週

１１月２２日は「いい夫婦の日」、本日１１月２９

日は、「いい福の日」、2019年が仲睦ましくいい福

が多く訪れるよう、あと１カ月、家族サービス、ロー

タリー活動に尽力しましょう。
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例会日／毎週木曜日12：30～13：30

本日のプログラム １２月６日 次週のプログラム １２月８日

誕生祝・各会員各記念日祝
誕生月該当者会員卓話

忘 年 家 族 例 会

【 ２０１８年１１月２９日 第２６３６回 例会記録 】

会 長 板場 英行
会長エレクト 宮本 和彦
副 会 長 久藤 孝仁
幹 事 尾野 剛章
副 幹 事 吉本きよ子
会 計 田中 幸俊
Ｓ Ａ Ａ 三好 静子

四つのテスト １．真実かどうか ２．みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．みんなのためになるかどうか

副 Ｓ Ａ Ａ 高橋 靖彦
直 前 会 長 鴨宮 弘宜
管 理 運 営 山根 積
会 員 組 織 荒谷 隆文
奉 仕 西岡 一道
広 報 市川 重雄
Ｒ財団米山 小坂 啓子

発行日 ２０１８年１２月６日 NO.１５

『南国へ 旅行例会 十六人』
『紅葉狩り やっぱり名所 佛通寺』
『災害と 市制還暦 語り草』 金澤 節生

『龍馬とカツオづくしの高知親睦旅行』
『ロータリアン 初顔合わせで 皆友達』

市川 重雄



□指名委員会 委員長 鴨宮 弘宜

本日年次総会の予定でしたが発表できる状況ではご

ざいません。後日改めてということとさせて頂きま

すので宜しくお願い致します。

□親睦活動委員会 委員長 山根 積

１１月１５日、１６日高知へ行ってまいりました。

晴天に恵まれてとても楽しい親睦が出来ました。会

長より参加できなかった方々へお土産を買って頂き

ました。会長有難うございました。

竹原市長 今榮 敏彦様

『平成３０年７月豪雨災害竹原市の被災状況及び復

旧・復興への取り組みについて』

皆様こんにちは。平素は竹原市の市政に対しまして

御支援を賜り厚く御礼を申し上げます。また７月の

豪雨の際には会員の皆様には多大なるお力添えを頂

き、また災害復興への寄付金を頂戴いたしました。

有難くこの場をお借りしまして感謝申し上げます。

竹原市政の推進ですが、私は１月に就任して以来、

おそらく半分以上が災害への取り組みに費やして参

りましたので、当初描いておりました町作りのイメー

ジとは違っておりますけれども、市政の基盤作りの

取り組みと置き換えて、これからの竹原市の基盤を

強くしていきたいと思っております。全国的には被

災地の強靭化として政府が一生懸命財政投資をしな

がら取り組む姿勢を示して頂いております。小さな

町竹原市ですが、それを基に復旧、復興に向かって

行きたいと思います。引続きお力添えをお願い致し

ます。本日は、竹原市の被災状況をご紹介させて頂

き、７月以降の取り組み、復旧に向けた取り組みを

ご紹介します。

先ず、７月３日から８日までに集中的に雨が降りま

した。期間降水量は４６５．５ミリ。特に７月６日

から７日にかけての２４時間は、観測史上最大の２

８３ミリでした。私も長らく市役所に在籍しており

ましたけれども経験したことがありません。市内各

所多くの地域で被害がありました。まさにこれだけ

雨が降りますと、いくら基盤整備をしていましても

追いつかないのが現実です。

６日の夜から７日の朝方にかけて大変な激しい雨で、

いわゆる『線状降水帯』で、昔であれば雨雲は一旦

過ぎるとなくなる状況でしたが、今は雨雲の帯が次々

と発生して雨がずっと降り注ぐ状態で、なかなか対

応が出来ないのが現実です。 多くの沢山の方が土

砂災害等の被害を受けられて今なお不自由な生活を

強いられているところでございます。

復旧・復興プランを作成しました。これからも更に

復旧・復興、安全・安心な町作りの為に取り組んで

参ります。

平成３０年７月豪雨災害 竹原市復旧・復興プラン

「#がんばろう竹原」

１ 趣旨

今回の豪雨災害を教訓として，早急な復旧対策を進

め，より安全で安心な災害に強いまちにするために

は，復興への取組を住民とともに全力で進めていく

必要があることから，「平成３０年７月豪雨災害

竹原市復旧・復興プラン」を策定しました。

２ 基本方針

みんなでつくる！元気・笑顔あふれる強い竹原市の

実現

各種施策を総合的かつ計画的に展開することで，市

民の日常生活と経済活動を早期に取り戻すだけでな

く，被災前よりも更に住みよさが実感できるよう，

一日でも早い安全で安心な災害に強い竹原市を実現

していきます。

３ 市民一丸となる合い言葉

＃がんばろう竹原

早期の復旧と復興を果たすためには，行政だけでな

く，市民，地域，企業などの市全体の力の結集が不

可欠であることから，「がんばろう 竹原」を合い

言葉として設定しました。

さらに，多くの人たちの応援を受けることで，復旧・

復興への取組に力強さが増すため，この合い言葉を

文面等で記載する際には，市民や関係者がＳＮＳ等

で発信する際に用いる「#（ハッシュタグ）」を合

い言葉の前につけることで，本市の復旧・復興への

取組を市内外の人たちに広く発信，共有し，『みん

なでつくる！元気・笑顔あふれる強い竹原市』を実

現していきます。

４ プランの期間

平成３１年度（２０１９）から２０２０年度まで

（※平成３０年度から進めているものを含む。）

５ 復旧・復興に向けた今後の取組，施策の方向性

「くらしの再建」，「まちの復旧」，「そなえの強

化」の３つの指針に基づき施策を展開し，一日でも

早い災害からの復旧・復興を目指していきます。

□日 時 平成３０年１１月２９日(木)

□場 所 大広苑

□出席者 ９名

□議 題

①11月29日予定の年次総会延期について 承認

②職場例会の件 承認

四つのテスト １．真実かどうか ２．みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．みんなのためになるかどうか


