
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 

 

◎司会       

ＳＡＡ・親睦委員 杉山 真一 

 

 

 

 

 

◎開会点鐘            会長 入沢 修自 

 

◎国歌「君が代」斉唱・ロータリーソング「我等の生業」 

          ソングリーダー 菊池  敏 

 

◎「四つのテスト」唱和   

ＳＡＡ・親睦委員 杉山 真一 

 

◎お客様紹介           会長 入沢 修自 

卓話講師        多摩市長 阿部 裕行様 

 

◎会務報告            会長 入沢 修自 

○11月 1日 2019-2020年度 2750地区職業奉仕セミナー 

が大森東急 REIホテルにて開催されまして、森本由美 

会員の司会の様子と職業奉仕について勉強して参り 

ました。職業奉仕はクラブ奉仕が第一部門、職業奉仕 

が第二部門、社会奉仕が第三部門、国際奉仕が第四部 

門、青年奉仕が第五部門となっております。 

○本日の例会後、事務局にて定例理事会があります。 

 

◎幹事報告            幹事 田崎 博実 

配布：ロータリーの友１１月号 

回覧：○２７５０地区大会のお知らせ 

○ガバナー月信１１月号 

○学ぼう・語ろう・楽しもうあなたのロータリー 

○ハイライトよねやま２３６号 

○バギオだより 

○東京サンライズ汐留RC健康セミナー「疾病と 

 の闘い」ご案内 

○多摩映画フォーラムご案内 

○東京iシティＲＣ創立５周年記念誌 

他クラブ例会変更は事務局までお問合せください。 

 

 

 

 

 

【 委員会報告 】 

◎ SAA ・ 親 睦 委 員      

委員長 初野 有人 

クリスマス例会のご案内 

12 月 18 日：催し物はオークシ

ョン（プレゼント交換方式で会

員皆様にエントリーして頂きます。） 
 

◎出席報告      出席奨励委員会 菊池  敏 

会員総数                28名 

出席義務免除者           6名 

出席者数 出席義務者           11名 

出席免除者        5名                                     

計                16名 

出席率    16/27  = ６２.９６％ 

 

◎ニコニコＢＯＸ  ＳＡＡ・親睦委員 大槻 一夫 

入沢 修自 阿部市長本日はようこそお越しい頂き 

      ました。 

田﨑 博実 小坂さんおめでとうございます。 

杉山 真一 皆様ご無沙汰しております 

      阿部市長様卓話よろしくお願い致します。 

遠藤 二郎 ようやく秋らしい日になりました。 

      阿部市長ようこそ。 

村上  久 阿部市長卓話楽しみにしております。 

福岡  均 阿部市長様、卓話宜しくお願い致します。 

初野 有人 阿部市長、本日はよろしくお願い致します。 

足立潤三郎 市長の卓話楽しみにしています。 

伊澤ケイ子 阿部市長ようこそ 卓話楽しみにしてい 

ます。 

 大松 誠二 多摩市長ようこそ。 

       多摩市の防災をよろしくお願いします。 

 菊池  敏 阿部市長卓話宜しくお願い致します。 

 関岡 俊二 阿部市長ようこそ、卓話楽しみにして 

              います｡ 

 鈴木 俊之 阿部市長様卓話楽しみにしております。 

 大槻 一夫 阿部市長卓話宜しくお願いいたします。 

 

本日の合計￥１７，０００（累計￥２９７,００３） 
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◎卓話者紹介          幹事 田﨑 博実     

お生まれは 1956年 3月小金井市に生まれました。2010

年に多摩市長に初当選、以後現在までご活躍中です。 

 

◎卓話「多摩の防災」    

多摩市長 阿部 裕行様 

東京多摩グリーンロータリ

ークラブの皆様には多摩市

政等色々なコミュニティー

の情勢含め本当にお世話に

なっております。今日は先

だっての台風 19号等、どう

も地球が今までとはかなり

違うような事態に入りつつある、今回の台風で皆様も気

持ちを新たにされたのではないかと思います。多摩市の

防災と課題と自治体が今何をしようとしているのかに

ついてお話しさせて頂こうと思います。お手元の多摩広

報、台風 19号への対応の記録、実は 11月 5日も、役所

はこの日は何をしようと計画して決めていました。今ま

での台風とは全然違う、気象庁が例に出すのが、台風の

規模で 910ヘクトパスカル、雨量 600ミリです。河川と

か含めて大栗川乞田川もそうですが、時間当たり雨量

50 ミリを目標に整備している。今、時間当たり雨量 75

ミリまで対応しようということで東京都も力入れてい

ます。ただ 1時間で 500ミリを超える、こういう事態を

想定して日本の国土とか河川とか氾濫を抑える仕組み

を取ってこなかったのです。利根川水系等こうしたとこ

ろについては過去も氾濫してきたこともあって、例えば

石神井川等では、環七道路の下に物凄く大きな地下宮殿

のようなものを作っています。また利根川水系等につい

ても途中であえて氾濫させる、そうした流水地のような

ものがあります。今回我が多摩川も堤防の所から 1メー

トル 50 センチまで水が来ました。幸いしたのは雨量の

多い台風の中で、八王子、あきる野、奥多摩、西多摩郡、

神奈川県、埼玉県含めこの地域で相当雨が降ったおかげ

で、乞田川で言えば多摩市の唐木田から流れ多摩市内で

川が始まって、つまり多摩市内で雨量が多かった場合は

乞田川は危険です。ただ今回のように、上流の方で相当

雨が降ったがゆえに大栗川も野猿峠の所が川の始まり

で、野猿峠の手前の所で川が始まっていて堀之内を経て

和田の方に来ます。幸いにして、多摩周辺で大きな雨が

降らなかったので大栗側も水位が上がりませんでした。

バックウオーター現象、乞田川大栗側が合流する所が浸

水するエリアで具体的に言うと関戸、一宮、連光寺東寺

方の一部エリア、多摩第一小学校と多摩中学校がある所、

桜ヶ丘記念病院の所は過去越水したことがあります。こ

のエリアの人には垂直避難をお願いしました。この辺り

は特に危険があるので今回も近くの大川は越水に近い

状態になりました。今回は雨が上流で大量に降ったので

浅川が越水する可能性があり、そうなると一宮の一帯に

一気に水が襲って来ます。そこには１万 4,000人お住ま

いなので、避難勧告だけではなくて避難指示まで出しま

した。2583 人が避難されました。京王ショッピングセ

ンターの駐車場が避難場所になっており今回も多くの

人が避難しました。今回は事なきを得ましたが狛江市に

ある水門を閉めなかったが故なのか住宅地で氾濫が起

こってしまいました。明日 21日は、各市長と 23区の各

特別区長等で小池都知事にと共に、台風についての対応

と多摩川を始めとする都内の各河川における防災対策

強化の会議を行ないます。東京都および国が主導する事

業となりますので、都知事との意見交換を行ない、また

多摩市としての要望を申し上げたいと考えています。 

多摩市は、多摩川の流域での川町作り、堤防沿いの道路

などの件で京浜河川事務所長と連携して協力しており

ます。また、地震と違って水害は、確実に避難すること

によって絶対命が守れるものだと思っています。ただ、

河川はいつどこで決壊するかは判りません。これまでは

河川にあった雑木林等は自然との共生ということ、川町

作りという観点からも、鳥や動物が来たり、地域によっ

ては鹿、猪、狐が来たり、河川が自然環境を豊かにして

くれていました。ただ一方で今回のようなことを考える

と、それらの樹木也岩なりが全部押し流されてくること

があります。結果、橋が沈下してしまう恐れがあります。

防災から少し話が逸れてしまいますが、地球温暖化は大

変な時代を迎えており来年はオリンピック・パラリンピ

ックがあり、東京都および区市町村も暑さに対する検証

をしてきましたが、マラソンが東京ではなく、札幌での

開催となったことは残念な結果となってしまいました。 

話を戻して、今後、市長として市民の命を守って行くた

め、打つべく策はしっかり打たせて頂き、国や東京都に

も要請していきたいと思います。 

また、オリンピックの開催時に台風の襲来がないことを

祈るばかりであります。以上をもちまして私の多摩の防

災の講話とさせて頂きます。ご清聴頂き誠に有難うござ

いました。 

 

◎お礼と閉会点鐘      会長 入沢 修自 

 

（今週の担当 福岡  均）        

１１月１６日（土）京王プラザホテル多摩で 

小坂一郎会員の旭日讐光章受賞のお祝いの会が 

行われました おめで

とうございました！！ 


