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第17回(通算1305回)11月1日(木)｢君が代･奉仕の理想」

第18回(通算1306回)11月10日(土)｢我らの生業」

2012～2013

クラブ年度テーマ
『ありがとうと言われるクラブ作り ありがとうと言える仲間作り』

Ｔｗｏ Ｗｅｅｋｓ Ｒｅｐｏｒｔ

点鐘・開会宣言・歌唱 第９例会記録(プログラム)
【第１７回 １１月1日(木)】
卓話｢ひとり一人の防災(緊急時の人間行動)

ーその時私たちはどうするー｣
川崎市高津消防署 副署長 酒寄恵司様

記憶に新しい3.11の東日本太平洋沖地震発生直後に
おける東京都内の あるｽｰﾊ ﾟｰ内の状況を撮影した動画
をご覧いただきました｡揺れの中､慌てて商品の陳列棚
に駆寄り､転倒を防ごうとする店員の姿が生々しく映っ
ておりました｡大変危険な行動です｡

まず自分の身を守る行動が必要です｡
何故このような行動をとってしまったのでしょうか｡
私たちの行動には｢ｽｷｰﾏ｣ (人が持っている“知識や記

憶のまとまり”が大きく関係していることを｢ｶｷ｣から
連想する絵問題で経験していただきました｡そしてこの
ｽｷｰﾏがﾋｭ ｰﾏﾝｴﾗ ｰとして緊急時の行動に思わぬ影響を与
えてしまうこと､またｽｷｰﾏがないと頭が真っ白になって
しまい､どんな行動を取ったらよいかわからず､ﾊﾟﾆ ｯｸに
陥ってしまう事を知っていただきました。

しかし事前に想定される被害ｲﾒｰｼﾞやその対応を一つ
の｢ｽｷｰﾏ｣として植えつけておくことで､緊急時に適切な
対応が取れることを知っていただきました｡

更に私たちが物をｲﾒｰｼﾞする際には､実際にその目線
になることが重要であることを知って頂きました｡

最後に今日の話を皆さんの頭のｽｷｰﾏ (隙間)に入れて
いただければ光栄です｡

ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ

◆11月1日(木)(敬称略､順不同)
茅根正之 高津消防署 副署長 酒寄恵司様､ようこそお
いで下さいました｡卓話を宜しくお願いします｡
福嶋 徹 酒寄様､本日は宜しくお願いします｡
福住亮雄 先日は我家での夜会に大勢の会員のご参加
をいただきありがとうございました｡充分なおもてなし
も出来ずお詫び申し上げます｡
森 正一 酒寄副署長様､本日は卓話を宜しくお願い致
します｡

お客様
＊11月1日(木)
酒寄恵司様(川崎市高津消防署副署長､卓話者)
石井秀幸様(川崎市高津消防署)
伊藤寿一様(志村会員ご親戚）

報告

＊理事会報告(11/1)
1.12月のｽｹｼﾞｭ ｰﾙ

12月6日(木) 年次総会 第6回定例理事会

13日(木) 卓話 高津警察署 交通課
20日(木) 年末家族会

27日(木) 休会
2.10月25日(木)親睦移動例会決算書の件 承認

3.12月20日(木)年末家族会 親睦活動委員会

4.高津ｻﾛ ﾝの件 毎月第2木曜日18：30～
5.会費の件 家族会員入会時家族会員は1/2 総会で決議

6.ﾛｰﾀﾘｰｿ ﾝｸﾞの件 童謡 夜間例会

7.賀詞交換会の件 ﾌﾟﾛｸﾞﾗ ﾑ委員会
8.お見舞いの件 会員のみとする

＊新入会員歓迎会(11/1)
月岡涼吾会員 会長より記念品の授与



出席報告

例会日 会員数
　出席

義務者
出席数 欠席数

本日

出席率

前々

回欠

席数

MU
前々回

修正

11月1日 27 25 17 8 68% 8 4 84%

11月10日 27 25 19 6 76% 7 2 80%

寄付報告

月日 件 合計 累計 目標額 達成率

11/1 12 12,000 143,000 300,000 48%

11/10 0 0 143,000 300,000 48%

11/1 14 14,000 150,000 500,000 30%

11/10 0 0 150,000 500,000 30%

11/1 15 20,000 218,000 800,000 27%

11/10 0 0 218,000 800,000 27%

11/1 13 13,000 186,000 600,000 31%

11/10 186,000 600,000 31%

R財団

米山記念

奨学会

ﾆｺﾆｺ

BOX

ﾌﾚﾝﾄﾞ

ﾘｰBOX

クラブ会報委員会
三富末雄委員長 福嶋 徹副委員長 石川演慶委員
本藤光隆委員 編集担当 ： 三富末雄 福嶋 徹

【第１８回 １１月１０日(土)】
移動例会「地区大会」

日時：2012年１１月９日(金)１０日(土)
場所：パシフィコ横浜会議センター

☆表彰（2011. 8.1～2012.7 .31）
（順不同 敬称略）

・ﾍﾞﾈﾌｧｸ ﾀｰ 三家 護

・ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ ･ﾎﾟｰﾙ ･ﾊﾘｽ･ ﾌｪﾛｰ
福嶋 徹 茅根正之 安原正洋 菊池幸治

・ﾎﾟｰﾙ･ﾊ ﾘｽ･ﾌｪ ﾛｰ 鈴木良一
・米山功労者ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ

杉崎晴男 志村正夫 細谷やよい 田中 薫

本藤光隆 福住亮雄 飯尾光正 安原正洋
・米山功労者 鈴木良一

☆長寿会員 古屋光克 S2.3. 30

☆物故会員 本間信治 H24.5 .31

☆新入会員紹介 佐藤哲夫 月岡涼吾

≪記念講演≫
第１日目第１日目 １１月９日(金)１６：１５～

パシフィコ横浜会議センター３Ｆ

池田 香代子様

(ドイツ文学翻訳家､ロ承文芸研究家)

第２日目第２日目 １１月１０日(土)１６：００～

パシフィコ横浜会議センター１Ｆ
小川 和久様

((株)危機管理総合研究所 代表取締役研究所長)

RI会長代理ご夫妻 ﾍﾞー ･ﾄ゙ 様 ﾐﾝ･ﾃﾖﾝ様 (韓国)

国際ﾛ ﾀーﾘー 第 2590地区 ｶ゙ ﾊ゙ ﾅｰ 露木雄二様ご夫妻


