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＜トンガ海底火山噴火と富士山＞ 

残念ながら、オミクロン株による

感染者数増加により、まん延防止等

重点措置の適用が決まり、ズーム会

議に移行することとなりました。引

き続きみなさん、体調に、お気をつ

けください。 

さて、先週土曜日の 15 日に、南太平洋のトンガで海

底火山の大噴火が起きました。 

日本でも 1mほどの津波がおき、ペルーでは 2m の津

波で 2 人が死亡、アメリカのカリフォルニア州でも

1.3m の津波が起きて車が流されたそうです。 

驚いたのは、この噴火で衝撃波、いわゆる「空振」に

よって、世界各地で気圧の変化や低周波音が観測されま

した。スイスで気圧が変化し、アラスカでは大きな音が

聞こえたそうです。まさに、地球規模の大異変だったわ

けで、「宇宙船地球号」という言葉を思い起こさせる出

来事でした。 

日本も火山が多く、時々海底火山が噴火していますが、

この話を聞いて、心配になるのが富士山の噴火可能性に

ついてです。富士山はかつて休火山と見られていました

が、1975 年に活火山に選定されました。現在、日本

の活火山は 111、そのうち富士山を含む 50 は気象庁

の監視対象火山です。 

東海大海洋研究所の長尾客員教授は、昨年 12 月以降、

富士山周辺地域で地震活動が活発化しているようにも見

え、近い将来、噴火が起きてもおかしくない、今年起こ

る可能性もゼロではないと仰っています。 

記録が残っている中で、富士山の最古の噴火は 781

年。それ以降、今日まで 17 回の噴火があり、うち大規

模噴火は、864 年と 1707 年の宝永噴火ですが、宝永

噴火から 300 年経っており、次いつ噴火してもおかし

くない状態とのことです。 

なお、巨大地震の数年以内には大きな噴火が起こって

おり、宝永噴火の 49 日前に南海トラフ沿いで M8・6

の地震が起き、その 4 年前にも M8 クラスの地震が起

きました。政府は今後30年以内に70～80％の確率で

南海トラフ巨大地震が起きるとしていますが、連動して

富士山も噴火する可能性が高いとみられているそうです。 

私も、山が好きで富士山には 10 回以上登っています

が、今に山登りしている場合じゃなくなるかもしれませ

ん。「備えよ 常に」。皆さん、いろいろな天災に対して

備えましょう。 

予  定 

2 月 3 日（木） 
12:30 卓話 清水「(仮) ロータリー

の記念すべきイベントたち」 

2月10日（木） 12:30 卓話 ㈱ダイキン 

2月17日（木） 18:30 卓話 長島敏春氏(水中写真家) 

2月24日（木） 12:30 卓話 鈴木 裕氏(尊厳死協会)  

3 月 3 日(木) 
12:30 卓話  塚越 曉氏 「はらっぱ大

学について」 

3月10日（木） 12:30 卓話 

since 1962 

第 2858回 例会プログラム（Zoom） 

12:30  開会宣言 匂坂 S.A.A 

点 鐘  服部会長 

ロータリーソング斉唱 

来訪者 （ゲスト・ビジター） の紹介 

京都紫野 RC 

会長の時間：服部会長  

幹事報告：来信・告示事項 

委員会報告： 

出席報告： 

ニコニコ BOX 発表： 

13:00  卓話 バイオリン奏者 清岡優子様 

13:30  閉会宣言 匂坂 S.A.A 

点 鐘  服部会長 

第 285７回 例会記録 2022年 1月２０日（木） 

第 2858 回例会 

2022 年 1 月 27 日 

1 月２０日(木) 服部会長の時間 

WEEKLY REPORT  2021-22 年度 № 2５ 

出席報告 会員数 42 名 出席者 25 名 60.98％ 

幹事報告 ★ロータリーの友 本日配送済 

★2/28(月)に開催予定の地区大会親睦ゴルフコン

ペは中止と決定。 

★地区研修・協議会は 4/29（金/祝）、相模原市民

会館にて開催。 

★1/28（金）開催予定の新会員親睦会は延期。 
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本日は職業奉仕に関する高い倫 

理基準や高潔性についてお話しし 

ます。 

倫理とは自由に対する契約であ 

り窮屈と思われますが、社会共存 

の為の必要な知恵です。倫理の内

容は様々で一定不変でないので何が正しいかは自分

で判断する必要があります。時代状況を踏まえどう

あるべきか、また自分の世界観、人生観および幸福

感と密接に関係します。あるべき自分を考えるには

職業人とりわけ「高度の倫理的商人」を想定します。 

代表的なところでは近江商人、渋沢栄一氏、松下

幸之助氏（ロータリアン）ですが、彼らは社会貢献

とビジネス的成功の両立を目指し、社会に貢献でき

た事をもって商売にも成功したと考えました。 

 

ロータリーの理念と行動原理を具現化するのが職

業奉仕です。「行動規範」および「四つのテスト」

などがそれらを示しています。我々は良き職業人に

なる、より良い世界を目指すことが目的ですが、ロ

ータリーは他の職能団体等とは異なり、多種多様な

職業人の集合体であるにも拘わらず「倫理」を前面

に掲げている稀有な存在であります。 

 

経済に目を向けます。ダボス会議で打ち出したの

が「株主資本主義からステークホルダー資本主義へ 

 

 

の転換」です。ESG融資とは金融資本主義に対する

反省から ESG を重んずる企業へ融資を行うべきと

する考えです。また SDGs も注目されています。こ

れらは短期利潤追求思考からの大きな意識改革です

が、ロータリーは100年前から実践してきた考えで

す。ロータリーには「ビジョン声明」および「7 つ

の重点分野」が存在しますが最近、重点分野の 7 項

目目に環境保護が加えられた事に注目しましょう。 

 

職業奉仕の実践に於ける「高い倫理基準による行

動」とは通常の倫理基準や責務を超えた善行、見返

りがなくても与える行動実践であると言えます。ま

た「高潔の人になる」為には普段から高潔な振る舞

いが要求され、それには成長、成熟が必要で先輩の

ロータリアンは成功談および失敗談を実践知として

後輩に伝えることが大事です。 

 

最後にこのコロナ禍に於いて世界中のロータリア

ンが様々な行動を起こした事に触れます。それらの

行為は「それが良い事だからしたのだ」との気概か

らです。倫理とは自分や社会がこうありたいと思う

行動原理そのものと言えるのではないでしょうか。 

 

後半は「三浦市の町おこしの取り組み」について

お話をされた。三浦市は映画のロケ地として町おこ

しのユニークな取り込みを行った。土田様は 元・

三浦市市議会議長、NPO「みうら映画舎」を運営。

金剛山大椿寺の住職。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

菊池君… 職業奉仕月間につき、職業奉仕フォー

ラム→例会とさせていただきました。土田

委員、卓話よろしくお願いします。 

矢部君… 土田地区職業奉仕委員本日は卓話あり

がとうございます。 

（チャットで申告） 

ニコニコＢＯＸ本日合計  ￥２，０００   累計 ￥８５０，０００ 

 

（Zoom）卓話  「職業奉仕」  RID2780 職業奉仕委員会委員 土田成明様 

2008 年国際協議会 渡辺好政(RI 理事)氏 講演の図 

一部修正し 2013 年規定程審議会で採択 久しぶりの Zoom 例会 

【担当：稲垣 正】 

参考： 


