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例会日 ： 平成 21年 9月 24日

発行日 ： 平成 21年 10月 1日

◆今週のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：「夜間例会･卓話」

◆次週のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ： ｢会員卓話」

◆ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ

＊お客様(順不同）

＊RC会員(敬称略）

福住亮雄 高津消防署佐藤署長様､本日はようこそ

お越し下さいました｡卓話を楽しみにしています｡

細谷和彦 先週ｶﾞﾊﾞﾅｰの公式訪問には多くの会員のご

出席をありがとうございました｡

菊池幸治 森山会員､今後とも宜しくお願いします｡

安原正洋 なかなか出席できず申し訳ありません｡

時間を作り､出来る限り顔をお見せしたいと思います｡

会員数
出席

義務者
欠席数 出席率 MU

前々回

修正

本日 29 25 2 92.00%

前々回 28 24 4 9月10日分 2 91.67%

クラブ会報委員会
石川演慶委員長 福嶋 徹副委員長
茅根正之委員 相馬 元委員 編集担当：福嶋 徹

点鐘・開会宣言・歌唱

 件 合計 累計 目標額 達成率

ﾛｰﾀﾘｰ財団 13 15,000 138,000 336,000 41.07%

米山奨学会 12 14,000 129,000 560,000 23.04%

ﾆｺﾆｺBOX 15 19,000 291,000 1,000,000 29.10%

ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰBOX 10 16,000 169,500

お客様

佐藤文隆様(高津消防署長）卓話者
包 海笑さん(米山記念奨学生)

報告

◆会長報告
＊国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区 地区大会信任状証明書の提
出についての案内が届いております。
提出期限：10月7日(水)

＊第8回ﾛｰﾀﾘｰ全国囲碁大会開催の案内が届いており
ます。
日時：11月14日(土)9:30～
場所：日本棋院会館

＊2008-09年度 第25回RYLA報告書送付の件が届いて
おります。報告書とDVDが届いております。閲覧ご
希望の方は事務局まで。

◆幹事報告
＊第44回高津地区親子運動会開催に伴う楯および賞
状の寄贈についての依頼が届いております。
日時：10月18日(火)8:00～
場所：川崎市立高津中学校
寄贈種目：町会対抗綱引き 依頼金額：30,000円

＊8月22日(土)に行われた川崎市制記念多摩川花火大
会に対する当ｸﾗﾌﾞの協賛と協力に対しての礼状が
届いております。

◆近隣ｸﾗﾌﾞ例会変更のお知らせ
＊川崎宮前RC:9月29日(火)12:30～

物故会員供養例会「等覚院」
＊川崎南RC:9月29日(火)18:30～夜間例会に変更
＊横浜あざみRC:9月30日(金)18:30～

東急嶮山ｽﾎﾟｰﾂｶﾞｰﾃﾞﾝ
◆近隣ｸﾗﾌﾞより会報が恵送されております。お目通
し下さい。（順不同）

＊川崎北RC *川崎RC *川崎等々力RC
◆諸事お知らせ
＊次週10月1日(木)の例会ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑは石川 演慶会員の
卓話です。

＊次週例会後に定例理事会が開催されます。

祝慶事

■会員誕生日
持田裕弘会員 9月28日

■ご夫人誕生日
青木亜希子様 9月14日

■入会記念日
田名網成彰会員 H7.9.9
青木 功雄会員 H18.9.21
鈴木 良一会員 H19.9.20

◆委員会報告
＊GSE報告 細谷和彦幹事
先週ｶﾞﾊﾞﾅｰ訪問の後にGSEのﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ説明会があり

ました｡今回は福住会長がﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰを､送迎を私がやる
ことに決まりました｡今までは1週間程度でしたが､今
回は10日位になります｡会長にはご迷惑をお掛けしま
すが､宜しくお願いします｡
＊創立25周年記念実行委員会 杉崎晴男委員長
組織がある程度まとまりましたので､近々日にちを

決めて部門ごとのﾁｰﾌの方にお集まりいただき､会合を
持とうと思っています｡各ﾁｰﾌの方には個別に連絡しま
すので協力をお願いします｡
＊ｺﾞﾙﾌ同好会 杉崎晴男会員
10月7日中津川ｶﾝﾄﾘｰでｺﾞﾙﾌ大会が行われますので参

加を宜しくお願いします｡



9月24日のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

卓話｢国際的大規模災害等について｣
高津消防署長 佐藤 文隆 様

本日はお招きいただき誠に有難うございました｡また
福住会長をはじめ皆様には日頃から消防行政への御協
力､消防団活動､消防ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱに対し御支援をいただいて
おります事を､この場をお借りしてお礼申し上げます。
さて､消防にとって安心・安全な街づくりは大事な使
命です。幸い川崎市は大きな災害はありせんが､全国的
には毎年のように大規模な地震が発生しており､各地で
も人命に関わる火災が発生しております。今年も台風
等により各地で水害が発生し､甚大な人的､物的被害が
発生しております。また先月には静岡県の駿河湾を震
源とするﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ6.5､静岡県内で最大震度6弱を記録
する地震が発生しました。東名高速道路の一部が崩壊
するなどの被害が出たものの､死者1名､住宅も半壊が2
棟と､震度の割に大きな被害はありませんでした。今回
の地震は東海地震ではなかったとのことですが､東海地
震はいつ起こってもおかしくないと言われています。
また､関東地方では､過去の歴史において約70年周期で
大地震が発生しており､大正12年に発生した関東大震災
以来86年発生していませんので､いつ起こるかわかりま
せん。
これらの災害に的確に対応する為に地域住民の皆様
と事業所､行政が更に一体となった対応が望まれます。
高津消防署としましても今後とも各種災害に対応する
為､消防団の皆様､区内の各行政機関と連携して安全･安
心の充実強化に努めてまいります。
さて､大規模災害とは暴風､豪雨､豪雪､洪水､高潮､地震､
津波､噴火その他の異常な自然現象又は大規模な火事若
しくは爆発､放射性物質の大量の放出､多数の者の遭難
を伴う船舶の沈没その他大規模な事故とされておりま
す。
今後予想される災害は､首都直下地震・東海地震など
の大規模地震､地球温暖化による大規模な気候変動やそ
れによる異常気象などが考えられます。
災害が起きた時に必要な助けや支援には｢自助｣､｢共
助｣､｢公助｣の三つがあり､災害の被害を最小限に抑える
為それらが連携する事が大切と言われています。
阪神・淡路大震災では､｢自力で｣｢家族に｣などの自助
による救助は67%､｢友人･隣人に｣などの共助が約30%､救
助隊や自衛隊などによる公助は2%にも満たない割合で
した｡被害が大きすぎ救助が対応しきれないばかりか､
道路の寸断等により現場に辿り着けない状態でした。
自助が重要で､いかに隣近所の共助が頼りになるかがわ
かっていただけると思います。
続いて､平成13年度から2年間､総務省消防庁へ派遣さ
れておりましたので､その時に体験した大規模な災害に
ついてお話をさせていただきます。
1. ﾆｭｰﾖｰｸWTCﾃﾛ事件
2. 韓国大邱地下鉄火災
3. 長崎市建造客船火災
続いて､高津消防署の災害対応についてですが､昨年
度から､消防署､消防団､区役所､建設ｾﾝﾀｰ及び高津警察
署による合同訓練を実施し､各機関の任務分担､災害対
応力及び活動内容等を相互に確認･理解することにより
連絡､連携及び協力体制を強化しております。
○実施した合同訓練
・高津区水防訓練・溝口駅爆破ﾃﾛ災害
・NBCﾃﾛ災害対策合同訓練・新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ対策合同訓練
・震災対応（図上）訓練
今後も新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ対策訓練､ﾃﾛ災害対策訓練などを
実施する予定で各種災害に対応するため区内の各機関､
区役所､警察署､消防団､自衛隊などと連携して安全･安
心の充実強化に努めてまいります。
次に､火災予防について2点ほどお願いしたいことが
ございます。

初めに住宅火災警報器についてですが､建物火災の
死者のうち9割が住宅火災によるものであり､そのうち
の約7割が逃げ遅れによるものです。
火災の発生をいち早く知り､火災から大切な生命を

守るために､住宅用火災警報器等を設置することとな
りました｡それにより命を救われた例､大事に至らなか
った例が数多くあります。高津防火協会では､住宅用
火災警報器の町内会(自治会)による早期の設置促進を
図るために､防火協会が町会に依頼する共同購入の協
力体制を確立し､市民の安全・安心街づくりの実現を
図ります。
今後､広報用ﾁﾗｼにより各町内(自治会)に対し､共同

購入の説明等を実施する予定です｡平成23年5月末迄に
設置していただくこととなりますので今後とも御協力
をお願いいたします。
続いて火災の状況ですが､今年は昨年に比べ市全体､

高津区とも火災は減少しており､これも皆様の御協力
のおかげです。なお、火災原因のﾄｯﾌﾟは昭和51年から
連続して放火です｡その他は､たばこ､ｺﾝﾛ､電気器具等
です｡今後も放火火災をはじめ､火災を減らして行きた
いと考えております。
終わりに､地域の安全と安心の確保のために全力を

挙げて取り組んで参りますが､皆様方の御協力があっ
てこそ､消防行政､安全･安心街づくりを推進すること
ができますので､今後も引き続き皆様の御協力のほど
お願い申し上げます｡本日はありがとうございました｡


