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第2590地区第3ｸﾞﾙｰﾌﾟ 川崎高津ロータリークラブ

事務局：〒213-0041川崎市高津区溝口2-14-1むらたビル３F

例会場：ホテルKSP TEL 044-819-2211
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会 長：田中 薫

幹 事：鈴木 良一

田中 薫会長 「それでこそﾛｰﾀﾘｰ」

2011～2012

クラブ年度テーマ

『 ﾛｰﾀﾘｰの原点にたちかえり、思いやりの気持ちを持とう 』

Ｗｅｅｋｌｙ Ｒｅｐｏｒｔ

第３３回 例 会 記 録
３月は｢識字率向上月間」です。
通 算 ： 第 1275号
例会日 ： 平成 24年 3月 15日
発行日 ： 平成 24年 3月 22日
◆今週のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ： ｢卓話 高津消防署長 鈴木富夫様」
◆次回のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：「花見ご夫人ﾃﾞｰ」
◆ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ

＊RC会員(順不同､敬称略)

田中 薫 高津消防署 署長様､卓話を宜しくお願いし

ます｡

持田裕弘 署長様､卓話をよろしくお願い致します｡

森 正一 高津消防署長 鈴木様､予防課長 藤原様､

本日は卓話をありがとうございます。

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 7 7,000 333,000 336,000 99.11%

米山奨学会 7 7,000 341,000 560,000 60.89%

◆ 会長報告
＊米山記念奨学委員会よりRI国際大会において現地で
の関連ｲﾍﾞﾝﾄの案内が届いております。
1．｢友愛の家｣にﾌﾞｰｽ出展
2．｢米山ﾅｲﾄ｣
日時:5月6日(日)17:30～19:30
場所:ﾛｲﾔﾙ･ｵｰｷｯﾄﾞ･ｼｪﾗﾄﾝ･ﾎﾃﾙ&ﾀﾜｰｽﾞ2階
会費:5,000円 締切:4月16日

＊地区国際奉仕委員会より依頼のﾀｲの洪水被害寄付支
援にﾆｺﾆｺ国際奉仕委員会より3万円を寄付しました。
＊昨日3月14日に会長幹事会があり､出席致しました。

お客様

鈴木富夫様(高津消防署 署長)   卓話者
藤原 收様(高津消防署 予防課 課長)

報告

会員数
出席

義務者
欠席数 出席率 MU

前々回

修正

本日 27 25 7 72.00%

前々回 27 25 4 3月1日分 1 88.00%

クラブ会報委員会
本藤光隆委員長 相馬 元副委員長
三富末雄委員 森山圭介委員 編集担当：本藤光隆

米山奨学会 7 7,000 341,000 560,000 60.89%

ﾆｺﾆｺBOX 9 14,000 568,000 1,000,000 56.80%

ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰBOX 9 9,000 408,000 500,000 81.60%

＊昨日3月14日に会長幹事会があり､出席致しました。
◆ 理事会報告
1．５月のｽｹｼﾞｭｰﾙ

５月 ３日(木)休会
１０日(木)卓話 石川国際奉仕委員長

国際大会報告 定例理事会
１７日(木)移動例会 養護学校慰問
２４日(木)夜間例会 ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ
３１日(木)卓話

2．花見ご夫人ﾃﾞｰ予算書 承認されました。
3．5月17日(木)養護学校慰問の件 中学･高校生対象の
音楽になりました。
◆ 幹事報告
◆ 近隣ｸﾗﾌﾞ例会変更のお知らせ
＊川崎高津南RC:3月19日(月)休会 (定款細則により)
4月2日(月)18:30～ お花見｢とうふ うかい｣ 鷺沼店
4月16日(月)を20日(金)16:00～

移動例会 川崎西RC研修会､例会参加
＊川崎中央RC:3月26日(月)18:30～お花見 若宮八幡宮
＊新川崎RC:3月28日(水)休会 (定款細則により)
4月4日(水)17:30～お花見 港北ﾆｭｰﾀｳﾝ｢ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞｶﾌｪ｣

◆諸事お知らせ
＊次週3月22日(木)の例会は花見･ご夫人ﾃﾞｰ､夜間例会
(ﾎﾃﾙKSP 3F)です｡多数の皆様のご出席を宜しくお願い
致します。
◆委員会報告
＊高津区民祭準備委員会 細谷和彦 次年度幹事
昨年は3.11のため中止でしたが､今年は開催されるこ
とになりました。今年から人員減少のため高津青年会
議が事務局から外れます｡
7月29日(日)午後1時30分より7時30分開催､荒天中止､

順延はありません｡高津小学校の校庭は使用せず､開会
式も取り止めで､ﾁｬﾘﾃｨｰﾊﾞｻﾞｰもなくなるかもしれませ
ん。実行委員長が吉崎連合町内会長より滝村さんに替
わりました｡事務局長は川崎西RCの飯島さんです。



３月１５日のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

卓話 ｢防災について｣
高津消防署 署長 鈴木富夫様

日頃から消防行政にご協力ありがとうございます。
本日は地震対策について話をします。
消防署の本業は地震対策と言うより地震が起きた後の
対応です｡ただ､つい最近まで総務局の危機管理室の災
害対策担当の主幹でおりまして､地震対策を専門でやっ
ていたので他の人よりは詳しいと思いますのでお話を
させていただきます。
震の切迫性についてですが､ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ8の地震は200年
周期､ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ7の地震は30～60年周期といわれていま
す。丹沢の地震から57年ほどたっておりますので､いつ
起こってもおかしくないことになります。
世界における地震地帯はﾍﾟﾙｰやﾛｻﾝｼﾞｪﾙｽなどあり､日
本もそうですが､ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ6ｸﾗｽの地震の20%は日本で発
生しています｡昨年震度５弱の地震は日本で68回発生し
ています。
統計的には年4回程度のはずですから､去年1年で日本
では17年分の地震が発生していることになります。
朝鮮半島では殆んど地震がありません。韓国の人で一
生に一度も地震に遭った事がない人もいるそうです。

地震にはﾌﾟﾚｰﾄ型の地震と断層型の地震があります。
高津区の地震被害想定をみると震度６強､一部で7の想
定になっています､久地の一部､新作、久末の一部は高
津区でも地盤が弱いと言われています。また､今から
6千年ほど前の温暖期には極冠の氷が溶けて水位が上が
り､溝の口あたりまで海だったそうです｡その証拠に梶
が谷の山の上から貝塚が出てくるそうです｡このあたり
は地盤が弱く､水脈が地盤に近いところを流れています
ので､液状化現象が起こると言われています。
ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞが一つ違うと32倍違うことになります。

可燃性のｶﾞｽが竜巻状に上に上がりそこで酸素を得て熱
が降りてきます｡これは逃げようがありません｡この近
辺では多摩川付近で可能性があると言われます｡
地震に遭った時どうやったら生き延びられるか｡

地下鉄に乗っている時危ないのは､ｽｶｲﾂﾘｰ近辺のｾﾞﾛﾒｰﾄ
ﾙ地帯のようなところです｡水が入って水没してしまう
からです｡地下鉄自体は十分耐えられるように出来てい
ますので､水に注意する必要があります｡

日比谷あたりは皇居のお堀の水が､世田谷近辺は古い
水道管を使用していますので､その水が流れ込んで来て
しまうかもしれません。地下はむしろ揺れも少ないの
で､比較的安全だといえます。
高層建築物にいた時はどんなことになるか。

長周期地震動と短周期地震動があります｡ﾌﾟﾚｰﾄ型の地
震は深い所で起きるので長周期地震動が､断層型は比較
的浅い所で起きるので短周期地震動が起きると言われ
ています｡KSP前のﾏﾝｼｮﾝは高さ100ｍで高津区で一番高
い建物ですが､100ｍの建物の固有周期が3秒です｡長周
期の地震動の周期は3から6秒なので共振が起きてしま
う可能性があります｡この時100ｍの建物では両方に1.5
ｍ揺れることになります｡建物自体は耐震構造なので壊
れませんが､ﾋﾟｱﾉなどは下に車輪がついているので勢い
がついてﾍﾞﾗﾝﾀﾞから飛び出して下に落ちる可能性もあ
ります｡ｶﾞﾗｽが落ちてくる可能性もあり､高い建物の傍
は危ないです｡たまたま高い建物の傍で地震にあったら
中に入ってしまった方がいいと言われています。
最近のｴﾚﾍﾞｰﾀｰは地震を感じると止まるようになって

いますが､地震の直後停電になると途中で止まってしま
い､出ることができません｡千葉県の北西部震度5弱の地
震があった時は関東一円で6万4千件のｴﾚﾍﾞｰﾀｰが止まり
､長い人は2日間閉じ込められました｡7月だったので熱
中症の恐れも出てきます｡
我々消防署員はｴﾚﾍﾞｰﾀｰに乗らないようにしています｡
皆さんも健康のためも兼ねてｴﾚﾍﾞｰﾀｰに乗らないように
して下さい｡ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞが一つ違うと32倍違うことになります。

昨年の東北大震災は阪神淡路地震の千倍､被害では阪神
淡路大震災が5から10個起こったようなものと言われま
す。
活断層分布図を見ると三浦半島に断層帯があります｡

ここの地震の逼迫性が高まったと言われています｡ここ
で地震が起きると高津区では6強くらいの地震が来ると
言われています。関東大震災の震源地は相模湾の中に
あります｡国府津､松浦あたりにも震源地がありますが
、ここで起きても川崎にはあまり影響はないと言われ
ています｡東京湾にも断層帯があります｡ただ､今首都圏
の直下型の地震について言われていますが､これはここ
ではなく､この近くでﾌﾟﾚｰﾄ型の地震がおきると言われ
ています。
東北大震災ではﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ9でしたが､だいたい450km

から幅が200㎞位で断層がずれたものです｡ 銚子から
九十九里を通って先の方までﾌﾟﾚｰﾄ型の大きな地震が来
ると言われています。

千葉で地震が起こっても東京湾の中までで進入して
来る危険性はほぼないと思われます。川崎の港には4.5
ｍの防潮堤があり関東大震災の時にも余り大きな津波
はなかったようです｡ただし小田原あたりには4.5ｍの
津波がきました。
断層には目で見えるものと見えないものがあります｡

柏崎原発の下に活断層があることは後からわかりまし
た。
ﾌﾟﾚｰﾄ型の地震と断層型の地震では揺れ方に差があり

ます｡大きな揺れが長く続くのはﾌﾟﾚｰﾄ型です｡
細かい揺れが一辺に襲ってくるのが断層型です｡
阪神淡路地震は断層型で細かい揺れで建物がかなり

壊れました｡阪神淡路地震は震源が2つあったと言われ
ています｡1回目の揺れで建物の構造部分がやられ､2回
目の揺れで建物がいっぺんにつぶれたといわれていま
す。関東大震災では地震より火災で亡くなった方が殆
どです｡その時は火災旋風が起きたと言われています｡

して下さい｡
私はｺﾝﾋﾞﾆのﾋﾞﾆｰﾙ袋を持ち歩いていますが､いざとい

う時にﾄｲﾚ代わりにもなる便利な物です｡
皆様も参考にして下さい｡


