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2018年5月10日(木）第886回

32階｢ダイヤモンド」

会長時間

皆さんこんにちは、どうぞごゆっくりお過ご

しいただきたいとおもいます。

本日は、米山奨学生のレ・シー・タンさん、

卓話を楽しみにしていますので宜しくお願いい

たします。

実は私、明日が62才の誕生日なので、今朝ほ

ど年金事務所に年金受給の手続きに行ってきま

したが、還暦のお祝いをして貰った時には、後

戻り出来れば良いのにと笑いながら飲んだ事を

思い出し、今回の手続きを嬉しく思う事なのか

どうか複雑な気持ちで事務所を後に致しまし

た。

今月は青少年奉仕月間ではございますが、第

2660地区 ガバナー立野 純三さんの挨拶の中の

一部で、日本でも貧困の連鎖、教育の格差が非

常に大きな問題になっていることを知り、大変

ショックを受けました。我々の身近な環境の中

で解決しなければいけない問題がまだまだ多く

残されていることや、そしてその問題と向き合

い解決するために、我々ロータリアン、そして

将来リーダーとなるインターアクト、ローター

アクトの人達が手を差しのべる必要があるので

はないかと改めて痛感しました。我々ロータリ

アンは自ら行動を起こすことの大切さを十分に

知っています。ぜひ、未来を担う青少年にもっ

と積極的に関与していただき、将来日本の社会

や世界各地で活躍する人材として育てることが

必要ではないかと考えています。とございまし

た。

国内に目を向けた活動をもっと積極的に行う

事を望んでおられるように理解しましたが、何

週間か前にも申し上げましたが、広島の青少年

への支援を考えたいという事をお伝えいたしま

して、会長時間を終ります

｢米山記念奨学生自己紹介｣

レ・シー・タン様

広島ベトナム協会

専務理事 部谷 修様



安佐クラブは2018－2020年度の米山記念奨学

生としてベトナムから広島国際学院大学に留学

しているレ・シータン君の世話クラブになり、

本日カウンセラーの青木幹丸会員から紹介があ

りました。

タン君は流ちょうな日本語で自己紹介を行い

ました。

子供の頃テレビで日本の優れた技術力に触

れ、大きくなったら是非日本に留学したい夢を

抱いた。2013年にベトナムの日本語学校で基礎

を学び、2014年9月からさらに一年半、広島の

YMCAで日本語を履修、現在広島国際学院大学で

自動車関連の生産工学の勉強をしています。

広島は温暖で過ごしやすく、広島ベトナム協

会がいろいろ相談に乗ってくれるなど充実した

生活を送っています。

卒業後はできれば広島の自動車関連の会社に

就職して、さらに高い技術を習得したいと思っ

ています。

その後、ベトナムに帰ったら自動車部品の会

社を興し、ベトナムと日本の懸け橋になりたい

と思います。

このタン君の自己紹介を受けて、本日同席し

た広島ベトナム協会の専務理事、部谷（へや）

修さんがベトナムの今の紹介と広島とベトナム

の関係などについてスライドを使って話してく

れました。

広島ベトナム協会専務理事 部谷 修

今回、ベトナム人留学生レ・シー・タン君

に、米山奨学金を支給していただくことにな

り、協会として大変感謝しています。過去に

も、留学生にご支援をいただいた経緯もあり、

引き続きよろしくお願いします。

きょうは、昨年3月の私の卓話以降の協会の

活動を中心に、ベトナムをもっと身近に感じて

いただけるようなお話をしたいと思います。

今年に入ってのベトナムのトピックスではア

ジアサッカーU２３選手権の準優勝（1月）があ

ります。ウズベキスタンに敗れ、準優勝が確定

した翌日。帰国した代表をお祝いするファン

が、ハノイの空港から中心市街地にかけて30㌔

にわたり、国旗を手に繰り出しました。

Facebookでも何人もが生中継し、熱狂ぶりが伝

わってきました。ベトナムの人はサッカーが大

好きです。

広島ベトナム協会は、1975年に前身のアジア

留学生奨学会、2002年に協会を設立しました。

以来、広島在住のベトナム人留学生の支援・交

流を柱に▽ベトナムの福祉教育施設・児童生徒

への支援▽ベトナム文化の紹介▽友好親善交流

▽国際交流イベントの主催、参加▽ベトナム社

会や経済の紹介―などの活動を続けています。

最近では昨年8月にカウンターパートナーで

ある、ホーチミン市ベトナム日本友好協会の25

周年記念式典に出席しました。ホーチミン市中

心部では、高層ビルが増え、至る所で日本の支

援によるメトロ建設工事が進んでいます。9月

には宮島弥山の清掃登山にベトナムの草で編ん

だ笠（ノンラー）を被った50人が参加しまし

た。11月は広島国際フェスタの屋台や活動紹介

ブースを出しました。同じ11月は南北に長いベ

トナムの最北端・ハザン省の少数民族の村落を

訪問しました。

今年は2月にベトナムのテト(旧正月)を祝う

会を催し、5月3日はフラワーフェスティバルの

折り鶴みこしパレードで60人が元気に練り歩き

ました。

近年、経済交流が活発です。適度に近く、親

日的、おまけに安く優秀、豊富な労働力があり

ます。広島の企業も研修生を受け入れたり、現

地で買い付けや商売、生産を始めたりと、いろ

いろな形で交流を深めています。広島にいる留

学生は、14年前の約20人から約1500人に増え、

県内のベトナム人は2016年で7008人になりまし

た。広島の繁華街、郊外のショッピングセンタ

ーでもよく見かけます。ベトナムがどんどん身

近になっていると感じます。日本で頑張ってい

る彼らを、温かく見守っていただきたいと願っ

ています。



本日のプログラム

5月10日(木) 第 886 回

幹事報告

｢米山記念奨学生自己紹介」

レ・シー・タン様

広島ベトナム協会

専務理事 部谷 修様

1.BOX配布物

・ロータリーの友・ガバナー月信を配布してお

ります。ご一読下さい。

・最終夜間例会のご案内を配布しております。

回覧にて、ご出欠のご回答をよろしくお願い

致します。

2.例会変更

・広島西RC「夜間例会並びに会員懇親会」

と き：5月17日（木）18:00～※同日変更

ところ：ＡＮＡクラウンプラザホテル広島

3.休会のお知らせ

・5月31日（木）広島北RC

4.お知らせ

・5月13日（日）に12：30～広島国際会議場に

て、2018-19年度地区研修・協議会が開催さ

れます。 ご参加の方は、よろしくお願い致

します。

ニコニコ箱

￥36,000 累計￥562,000
☆南條泰会員(広島陵北RC)

久しぶりのメーキャップです。おじゃましま

す。

会員記念日（5月）
☆お誕生日おめでとうございます。

・八條 範彦会員（S31.05.11）

・森本 真治会員（S48.05.02）

・幣 真太郎会員（S45.05.12）

☆パートナー誕生日おめでとうございます。

・谷 勝美会員（谷 澄子様：16日）

元気で頑張ってくれています。感謝です。

☆入会月おめでとうございます。

・奥芝 隆会員（H11.05.27）

今までお世話になり、ありがとうございま

す。これからも人の出会いを大切にいなが

ら、続けてまいろうと思っておりますの

で、よろしくご指導ください。

☆創業日おめでとうございます。

・青木 幹丸会員（浄土真宗本願寺派専教寺

：1594.05.21）

古いだけが取り柄です。

・道垣内 文夫会員（㈱ドーゴーチ：

H01.05.08）

何とか今年で創業30周年目を迎えました。

これからも何とかなれば良いと思っていま

す。みなさんに支えられていることに感謝

です。

・岡本 忠文会員（合同会社ジャオ(桜下亭)

：H22.05.21）

・大串 修二会員（鉄板焼・お好み焼修竜：

H21.05.28）

皆様のお陰で10年目を迎えることが出来ま

した。これからも、よろしくお願いいたし

ます！



2018年5月17日(木）第887回

3階｢安芸の間」

会長時間

｢お宝の価値について｣

赤羽公認会計士事務所

所長 赤羽 克秀 様

（広島中央RC会員）

皆さんこんにちは、どうぞごゆっくりお過ご

しいただきたいとおもいます。

先日、赤羽様に卓話をお願い致しましたが、

急なお願いにも関わらず気持ちよくお受け頂き

本当にありがとうございます。本日はどうか宜

しくお願いいたします。

今回、山本さんが、美容組合の理事長に就任

されました。決して夜の部門ではございませ

ん。おめでとうございます。

先日の地区協議会にご参加された皆さんお疲

れ様でした。奉仕プロジェクト部門では、職業

・社会・国際奉仕の事例発表がございました。

国連訓練調査研究所（ユニタール）広島事務所

が、2017年度「国連ユニタール南スーダン奨学

プログラム - リーダーシップ・起業家研修

-」を開始し、2017年5月22日に南スーダンの首

都ジュバで開会式を行なわれたようですが、広

島東南RCでは、この事業に協力をされ、広島の

良さを紹介、案内されたようです。招待された

のかどうかは分かりませんが、素晴らしい事だ

と思い聞いておりました。

また、広島廿日市ゆうほRCC（地域社会共同

隊）では、設立は18人、現在は8人での活動

で、入会金1000円、月会費200円、年間12万円

の負担金で確実に地域密着の活動をされておら

れるようです。その都度必要に応じて負担され

ると思いますが、我々のクラブ運営に於いて

も、参考にしてみたいと思いながら聞くことが

できました。

我々のクラブが充実した活動になりますよ

う、皆さん方のご意見をお待ちしておりますの

で宜しくお願いいたしまして、会長時間を終り

ます。ありがとうございました。

赤羽さんは広島でも著名な公認会計士＆税理

士です。広島YMCAや広島経済同友会の会計幹事

をしておられます。また、中央クラブ出身の田

原榮一ガバナーの時には会計長を務めておられ

ます。

赤羽さんのもう一つの顔が「古美術商」で

す。卓話でまずご本業の会計士の話から入られ

ました。

ロータリーの人は不動産などの資産や現預金

を沢山持っておられる方が多いと思います。こ

ういう仕事をしていると相続のこととか節税の

相談に来られる方がおられます。よく考えてく

ださい。自分自身、あと何年生きるか考えたこ

とが有りますか？人間の寿命はどんなに長くて

も還暦の倍、120歳だと言われています。まま

あ、70だとあと20年でしょう。その間、使う楽

しみを知らず、挙句の果ては亡くなった後、子

や親族が遺産を巡って骨肉の争いをします。

「税金を安うせえ」とは何事か…、生きてるう

ち楽しみながら持ってるお金を使いましょう。

それが骨董です！

とはいえ私は今まで偽物もつかまされたり、随

分損もしました。最初頃は家内にもあまり本当

のことは言っておりませんでした。ある時皿を

3万円で買いましたが、家内には3千円だと言い

ました。わたしが居ない時に客が来て、「これ

は幾らか」、家内はそれこそ思い切って「5千

円」と言って売れたそうです。それからはでき

るだけ本当のことを言うようにしています。

ここに赤羽さんの一文があります。

「骨董・古美術の価値とは何であろう。最も

個人的価値観の上に成り立つものであり、この

価値観を醸成するのが「骨董菌」と呼ばれるも

のである。この菌に感染すると、骨董・古美術



品を見ると熱くなる。つまり、熱が出るのであ

る。この熱のせいでシナモンの真贋の区別もで

きなくなり、 客観的な判断も出来なくなる」

「古いものの持っている芸術的、鑑賞的、時

代的、歴史的、希少的、作者的、財産的、個人

的などの価値を勉強することで、その価値を正

しく認識することが必要である」

以上のような認識のもと、赤羽さんは古美術

に接する心構え、鑑賞の神髄について述べられ

ました。

俗にいう「掘り出し物とは」…、アマチュアの

場合、買った値段の10倍で、プロの場合100倍

で売れた場合を言う。

蒐集家の条件は・骨董菌を持っていること、・

気力と体力、そして何より決断力…、もう二度

と巡り合えない可能性がある。

どういう人が騙されやすいか？→１．欲深であ

る、２．小金を持っている、３．勉強不足

因みに横道にそれるが、「女性の持てる条件」

→１．こまめである、２．小金持ちである、

３．相手を選ばない…だそうです！

骨董が好きになった時のメリット

〇大酒飲みにならない→小便で出るだけ、何

も残らない

〇盛り場を徘徊しなくなる

〇楽しんだあとお金になる

〇奥さんが良く見えてくる

〇歳を取っても楽しめる

〇歴史の勉強ができる

ただ、デメリットもあるそうで

〇お金が溜まらない

〇妻と趣味が合わない可能性がある、などな

ど仰いましたが、若干“眉唾”な言説もあった

ような気がします。

ご本人が骨董菌まみれの赤羽さんの話を会員

一同、興味深く耳を傾けたことは間違いありま

せんでした。

本日のプログラム

5月17日(木) 第 887 回

幹事報告

｢お宝の価値について」

赤羽公認会計士事務所

所長 赤羽 克秀様

1.BOX配布物

・5月定例理事役員会議事録を配布しておりま

す。ご一読ください。

・4月分の個人別出席一覧を配布しておりま

す。ご確認ください。



ニコニコ箱

￥13,000 累計￥575,000
☆八條 範彦会員

赤羽様、本日は宜しくお願いいたします。

先日の地区協議会、お疲れ様でした。

☆山本 拓治会員

私事ですが･･･5月14日の美容組合総代会にお

いて、理事長に選任され、当日就任しまし

た。私の事を、怪しい!!と思われている方も

居られるかも？知れませんが、業界では一

応、真面目なちゃんとした人!!と、思われて

いるんですよー!!

☆浮田 収会員

祝！山本 拓治 美容組合新会長

多忙と言い、家をこれ以上不在にしないこと

祈念です。保護者の浮田より

追伸：7/11～14 ベトナム ダナン視察

費用19万→9万 まだ少し空席あり。

良かったら、浮田まで

会員記念日（5月）
☆お誕生日おめでとうございます。

・山口 洋充会員（S54.05.29）

☆創業日おめでとうございます。

・石丸 博昭会員（㈱GOOD･FRIEND：

H19.05.27）

ありがとうございます。大きく進む予定で

す。

2018年5月24日(木）第888回

32階｢エメラルドルーム」

会長時間

皆さんこんにちは、どうぞごゆっくりお過ご

しいただきたいとおもいます。今回の例会が、

888回例会ですが、非常に良い数字だと勝手に

思っています。末広がりで良い例会になればと

思います。

本日は、認定こども園ブーフーウー事務長の松

永さんに卓話をお願いいたしましが、大変お忙

しい中ありがとうございます。初めての業界に

飛び込み、認定されるまでにはかなりのご苦労

があったものと推察いたします。お話を楽しみ

にしていますので宜しくお願い致します。先

週、藤井総太棋士が最年少で7段になりまし

た。どこまで躍進するのかが楽しみです。努力

も凄いものと想像いたします。

さて私事ですが、6月21日（木）に一般質問に

立ちます。SDGsへの取り組みと、紙屋町・中央

公園の将来とサッカースタジアム建設について

を、メインとして前向きな質問をする予定で

す。SDGsの取り組みについては、ご存じの方も

居られるかとは思いますが、国連が取り組みつ

つ有りますが、日本が先行しており内閣府が力

を入れています。地元企業・大学等との連携を

要望しようと思っております。

金融機関他、行政等からの信用にも大きく役立

つ取り組みですので、是非調べてみて頂きたい

と思います。この質問そのものが、広島市で初

めてですので申し上げました。各企業に於い

て、マイナス要因は無いと考えます。むしろ企

業の価値が上がると思われます。また、紙屋町

・中央公園の将来とサッカースタジアム建設に

ついては、紙屋町周辺と中央公園全体の将来を

考えて行く上で、建設場所は別として、充実し

たサッカースタジアムをどのように考えるのか

を質問いたします。SDGsについては是非取り組

んでみて頂きたいと思い紹介させていただきま

した。以上で会長時間を終ります。



｢私の仕事について｣

認定こども園 ブーフーウー

事務長 松永 美恵子 様

松永さんは若い頃タクシー会社の配車係、フ

ァッション関係の仕事そして銀行員として１６

年勤めた後、保育園の経営に乗り出して１４年

になります。

当初は認定外でしたが、行政の方から認定に

との話が来て今日に至っているそうです。

保育園設立にあたっては銀行での勤務のあ

と、夜勉強をしたり、保育園の手続きなど準備

を進め、３月末に退職、翌４月１日に開園する

という“離れ業”をされました。開園当初は周

りから「１年位で音を上げる」と言われたりし

たが、長女と一緒に保育士の資格を取り、また

過去の仕事の経験が役に立ち、現在５０人の園

児のいる施設にまで持っていくことが出来たそ

うです。

園の実務は保育士の先生方に任せているが自

分自身働きながら３人の子供を育てた経験をも

とにいつも母親の気持で園児を見守っている、

とのこと。

いまの園児は…

水や電気のスイッチを入れたり、止める、消

すことのできない子もいる。（手を出せば水が

流れる、部屋に入れば電気が灯る家の住んでい

る子もいる）、こうしたことも教えなければい

けません。

○三歳児で立っておしっこのできない子、個

室でないとトイレができない子などLGBTの兆候

の見える子もいる→トイレの改善の必要性

○ハラスメントの時代、言葉遣いには気を付

けるよう指導している。

○こうしたいまの時代を早く読み取り、園の

経営をするようにしている。

○保育士さんなど従業員には…

３K職場などと言われているが、年次有給休暇

を出来るだけ自由に取ってもらうなど気持よく

働いてもらえる環境づくりに努力している。従

業員は宝と思っている。

辛かったことは、園児の父兄でクレーマーが

中におられることで、それへの対応。ただ、正

しいことは正しいと、ブレずに対応している。

子供たちには、大きくなった時に必ず時代に

順応できるよう育てていきたい。

子供たちには「君には出来るよ」という言葉

を贈っている。

信条として、「これまで築いてきた人とのつ

ながりは必ず役に立つし、真面目にやっていれ

ば必ず認められる時が来る。」ということを言

われました。

本日のプログラム

5月24日(木) 第 888 回

幹事報告

｢私の仕事について」

認定こども園 ブーフーウー

事務長 松永 美恵子様

１.BOX配布物

・理事･委員長の方へ｢退任挨拶｣の依頼状を再

配布しております。日程をご確認いただき,
ご都合の悪い方はプログラム委員までご相

談ください。

・5月被選理事役員会議事録を配布しておりま

すので、ご一読ください。

2.休会のお知らせ

・6月1日（金）広島南RC



ニコニコ箱

￥13,000 累計￥588,000
☆八條 範彦会員

松永様、本日は宜しくお願いいたします。

☆川中 敬三会員(広島陵北RC)

龍山 永明会員(広島陵北RC)

久しぶりの訪問です。宜しくお願いします。

会員記念日（5月）
☆入会月おめでとうございます。

・清家 俊一会員（H11.05.27）

☆創業日おめでとうございます。

・清家 俊一会員（㈲安藤花店:S26.04.01）

2018年5月31日(木）第889回

32階｢ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾙｰﾑ」

会長時間

｢天気と天気予報の秘密｣

気象予報士

勝丸 恭子 様

皆さんこんにちは、どうぞごゆっくりお過ご

しいただきたいとおもいます。

本日は、気象予報士の勝丸恭子さんにお越し

いただきました。時々テレビでは拝見していま

すが、実際にお会いすると少し緊張いたしま

す。卓話の方よろしくお願いいたします。

さて、先々週から日大と関大のアメフトの件

が報道されています。私はルールのことは分か

りませんが、二十歳の学生が公の場で真実を述

べて、今後アメフトをする資格はない、またア

メフトはしません。と自身の覚悟を話している

ニュースを見て、自分自身との葛藤がありかな

り悩み、ご両親と相談され、会見したようです

が、学校も辞める位の覚悟もあるのではないか

とも思われます。このような行動に対して、ア

メフトの監督・コーチそして、学園としてどの

ような考えなのか、どのような行動を起こすの

かと思いニュースを見ていましたが、指導者と

してまた教育者として、あくまで正当化しよう

としている会見を見て、情けなくなりました。

万が一、選手が勝手にした行為であっても監督

・コーチの責任を問われます。良い結果は自分

たち、悪いのは選手では通用しないと思いま

す。どうであれ教え子を守るべきと考えます。

悪しき習慣なのか、現在の指導者がそうなの

か、学園若しくはクラブの指導方法を疑いたく

なります。他校・日大OB・保護者・退部した元

部員の意見、そして現役部員の声明文も出てい

ますが、関係者が納得出来るよう解決して貰え

るよう期待いたします。

最後に25日の新旧引き継ぎに出席できず申し

訳ありませんでした。次年度の石丸会長に期待

をして会長時間を終ります。

勝丸さんは広島県安芸郡海田町生まれ、広島

大学付属高校→横浜国立大学卒業後広島テレビ

に就職。報道記者として事件事故の取材現場を

飛び回っていましたが、「広く世間一般に役立

つ情報発信をしたい」との思いが強くなり、一

念発起気象予報士を目指し、2009年10月に資格

取得、2010年からNHK広島放送局でお天気キャ

スターになり、現在は平日の夕方のワイドニュ

ースの「天気コーナー」を担当しています。

当クラブへの紹介は広島南RCの佐古雅則会

員。例会には佐古会員もメイキャップゲストと

して参席され、一言挨拶をして頂きました。

「勝丸さんは私の高校の3～4歳後輩（笑）で

す。南での卓話が大変好評でしたので、今日も

良い話をしてくれることでしょう」と。

実はNHKでお天気キャスターになって９年目に

なります。局のアナウンサーなど報道現場の方

は2~3年で転勤されます。ということで今や私

は“おつぼね”状態にあります。

小さい時父の転勤で関東に行きました。関東

は山も見えない広い平野です。その後、広島へ

帰った時、「山がある、広島は実は平野部が少

なく、これが気象変化をもたらしている」と感

じた事が今に繋がっているかもしれません。



広テレでは記者として様々な現場を取材して

いました。そのことも大事なことですが、なに

か役立つ情報発信をしたい思いが強くなり、そ

れが幼いころの記憶が蘇ったのでしょうか「空

の勉強をしよう」と、予報士を目指しました。

私はNHKの職員ではありません。気象キャスタ

ーの草分け森田正光さんの会社に所属していま

す。当初は数人でスタートしたようですが、現

在は100人の予報士が沖縄から北海道まで各地の

放送局などで仕事をしています。昔の天気予報

は局のアナウンサーが原稿を読んで、予報を伝

える程度でしたが、今日では「天気」がニュー

スになることが増えています。水害、地震など

の災害に関わるもの、或いは夏場は電力消費に

かかわって、シーズン毎の消費財を扱う小売業

などなど気象予報士の活躍するフィールドが広

がっています。予報士の資格を持っている人は

１万人、そのうちの1割が実際に従事していると

思われます。

私の放送局での具体的な仕事を時系列的にお

話ししますと、最初にするのは、目で肌で、実

際の天気をチェックします。次に天気図を読み

込んでいきます。そして、今日お伝えするポイ

ントを決めて、放送する画面を決めます。皆さ

んがテレビをご覧になって、画面の右の縦列に

スタンプと言われる、風であるとか雨、嵐など

のマークがあります。実は全部で60種類ありま

すが、その中で当日使う可能性のある６種類を

選びます。それから、スタジオで喋る原稿を作

ります。きっちりした原稿というよりか箇条書

き風に。それから夕方の時間、いわゆる「なが

ら視聴」のかたもおられるので、出来るだけわ

かりやすい言葉で言い換えて喋ります。それか

ら季節感のある言葉、実は俳句をやっておられ

る方からご指摘を受けることが有るのですが…

例えば、初夏の朝を「さわやか」と言いそうに

なりますが、これは秋の季語ですので、「清々

しい」「気持ちの良い」という言葉で表現しま

す。また、「肌寒い」、これも秋の季語ですの

で「空気が冷たい」「ひんやりする」を使いま

す。それから、晴れ、曇、雲の右肩に傘などの

マークが出ますが、マークではわからないこと

も解説しますので、是非耳でキャッチして頂け

ればと思います。

私は天気に興味を持ってもらうため、４択の

クイズを毎週木曜日に出しています。正解はす

ぐ作れますが、間違いの選択肢を作るのに苦労

します。絶妙の「ウソ」作りですね。

スタジオの定位置に着くのは私の出番の５分

前です。スタジオの中はカメラマンと出演者だ

けのがらーんとしたところです。私によく聞か

れることの第一は「今日の天気は？」、その次

は「服装は？」です。全部自前です！できるだ

け季節感の出るようなもの、それに他の出演者

の方とのバランスを考えて選んでいます。

今着ている格好で今日の夕方は出ますのでご

覧ください。

広島は災害の少ないところとよく言われます

が、安佐南区で土砂災害が起きたように、実は

日本で一番土砂災害の危険個所の多い県です。

３万２千か所と言われていますが、今見直しが

行われており５万か所に修正される見通しで

す。安佐南の土砂災害の時は一時間に１０１ｍ

ｍ降りました。一時間に５０ｍｍ降れば何が起

きてもおかしくない状態です。そのための備

え、対応を取ることが必要です。

私はこれからも視聴者の皆様に興味をもって

もらえるように伝えていきます。是非、夕方の

ニュース、天気予報をご覧ください。

大雨、台風、猛暑に大雪…など、毎年天気が大

きなニュースになります。広島県でも、２０１

４年８月には集中豪雨による大きな災害が起き

てしまいました。

穏やかで住みやすいと感じるここ広島県は、実

は土砂災害危険個所の数が全国一位。昔から、

ひとたび天気が荒れれば災害が起きる恐れが潜

んでいたのです。

地球温暖化によって、これから先、きまぐれで

激しい現象が一段と多くなると予想されていま

す。自分や大切な人の身を守るために、日ごろ

から天気予報に興味を持ってもらいたい。そん

な願いを込めて日々の放送に臨んでいます。

テレビの気象情報では、マークだけでは判断

できない情報をコメントで補足していたり、危

険があるかどうかの「予報の幅」を詳しくお伝

えしています。情報をフル活用していただくた

めに、目だけでなく耳でも天気予報をキャッチ

していただくのがオススメです。

 
日本一危ない広島県？！

ＮＨＫデータ放送



また、ＮＨＫのデータ放送はほぼリアルタ

イムにいろんな防災情報が更新されています。

流される情報を受け取るばかりでなく積極的に

集め、自分で判断する材料を増やしていただけ

ればと思います。

これから迎える本格的な雨の季節。みなさま

の防災力ＵＰに役立つような情報発信をしてい

きたいと思っています。また、穏やかな天気の

ときは楽しい話題を通じて「見たくなる天気予

報」を目指すことで、みなさまと空との距離が

近づけたい。それもきっと防災力ＵＰに通じる

と信じています

ニコニコ箱

￥2,000 累計￥590,000
☆八條 範彦会員

お客様、ようこそ。ごゆっくりお過ごしくだ

さい。勝丸様、本日は宜しくお願い致しま

す。

☆石丸 博昭会員

メーキャップにお越しいただきました広島南

RCの佐古様、ようこそ。本日の卓話をいただ

きます気象予報士、勝丸恭子様、ありがとう

ございます。広島安佐RCを楽しんでいただけ

ればと思います。

幹事報告

１.BOX配布物

・次年度地区大会のご案内とプログラムを配布

しております。ご出欠の回答は回覧にて取ら

せていただきますので、よろしくお願い致し

ます。

２.例会変更

・広島西南ＲＣ「最終夜間例会」

と き：6月19日（火）18:30～ ※同日変更

ところ：ANAクラウンプラザホテル広島

・広島北ＲＣ「最終夜間例会並びに新会員歓迎

懇親会」

と き：6月28日（木）18:00～ ※同日変更

ところ：ホテルグランヴィア広島

・広島城南RC「最終夜間例会」

と き：6月29日（金）18:30～ ※同日変更

ところ：メルパルク広島６Ｆ”平成”

３.お知らせ

・次週プログラムは理事・委員長退任挨拶とな

っております。佐藤会員・山口会員・岡本会

員・三宅会員・西丸会員以上の5名です。ご

都合の悪くなられた方は、プログラム委員会

までご連絡お願い致します。

本日のプログラム

5月31日(木) 第 889 回

｢天気と天気予報の秘密」

気象予報士 勝丸 恭子様

崇徳学園ＩＡＣ募金

5月分
石丸 博昭･松岡 與吉･奥芝 隆

岡本 忠文･谷 勝美

合計 5,000円

総合計 58,000円


