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第21回(通算1357回)「君が代・奉仕の理想」

第22回(通算1358回)「我らの生業｣

2013～2014

クラブ年度方針

『 明るく、生き生き、元気よく』

Ｔｗｏ Ｗｅｅｋｓ Ｒｅｐｏｒｔ

点鐘・開会宣言・歌唱 第１１例会記録(プログラム)

｢ロータリーを実践し
みんなに豊かな人生を｣

【第２１回 １２月 ５日(木) 】
「年次総会」

ｸﾗﾌﾞ細則第4条第3節により｢会員総数の3分の1を以て
本ｸﾗﾌﾞの年次総会及び例会定足数とする｣とあります｡
本日の出席数は24名､委任状6通ですので年次総会は

成立致しました｡
議長はｸﾗﾌﾞ細則第１条第１節C項により会長が行いま

す｡然しながら本日会長が欠席の為､会長代理の杉崎晴
男副会長が議長を勤めました。
杉崎晴男議長： 2014-15年度役員・理事選出の件
ｸﾗﾌﾞ細則第１条第１節C項により､本年度指名委員会を
設置し､田中委員長､石川委員､福住委員､三富委員､茅根
委員､鈴木現会長以下6名で検討して頂きました。

田中指名委員長より下記経過発表を受けました｡
次々年度ｸﾗﾌﾞ会長として杉崎晴男会員､他役員理事とし
て､福嶋次年度会長､石川演慶会員､大橋健治会員､

報 告

＊R財団委員会 佐藤哲夫委員長
11月25日､会長と2013-14年度の地区R財団の補助金管

理ｾﾐﾅｰに出席しました｡内容は主にｸﾗﾌﾞ参加資格と言う
覚書､MOUに沿い説明を受けました｡その中でｸﾗﾌﾞの参加
資格や役員の責務､財務管理計画､銀行口座､補助金使用
の報告書､書類管理､不正使用の例等の説明を受けまし
た｡当地区の財団補助金の額は約4千万円､その内地区の
補助金は5百万円､ｸﾞﾛ-ﾊﾞﾙ補助金として35百万円との事
でした｡財団の寄付金として120㌦/人､ﾎﾟﾘｵ撲滅として
50㌦/人の目標額がありますが､当地区は何れも目標額
を越えている状況です。

＊理事会報告
1) 2月の予定

2月2日(木) 卓話 川崎西RC 三間悌司様 定例理事会
12日(水) ＩＭ 移動例会
20日(木) 会員卓話 曽我直樹会員 て､福嶋次年度会長､石川演慶会員､大橋健治会員､

三富末雄会員､鈴木良一会員､本藤光隆会員､相馬元会員
茅根正之会員､田中 薫会員の推薦を受けました。
これに基づき総会で票決が行われました｡
立会人 細谷会員に結果を確認して貰ったところ全員

の賛成を得たと言う事で上記10名の役員理事の承認が
得られました。
次年度役員・理事を代表して福嶋徹次年度会長より

挨拶を受けました。
「まだ先の事と思っておりましたが､来年度に向けて動
き出す時になり､本当に身が引き締まる思いです｡現在
当ｸﾗﾌﾞは非常に活力あるｸﾗﾌﾞとなっております｡この良
い状況を継続すべく頑張りたいと思います｡皆様のご協
力をお願いして､私の挨拶と致します。」
田中委員長による指名委員会の解散宣言に続き、

杉崎議長の閉会宣言を以て､2013年年次総会が無事終了
となりました。

20日(木) 会員卓話 曽我直樹会員
27日(木) 夜間例会 ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ

2) 12月19日(木)年末家族会 予算書 承認されました。
3) 1月9日(木)賀詞交換会 お琴：長戸はるみ様

お茶席：茅根啓子様 承認されました｡



【第２２回１２月１２日(木)】

卓話 ｢不発弾処理などについて｣
高津消防署 署長 鈴木富夫様

平成17年から3年間総務局危機管理室災害対策担当で不
発弾処理が仕事でした。

不発弾と一言で言いますが､不発弾と埋没弾の二種類あ
ります｡爆弾は空中で爆発しないとそのまま地下に潜って
行きます｡爆弾の威力を高めるために1度土地の中に潜ら
せてそこで爆発させるのです｡
50㎏爆弾で50m､1ｔで15ｍ地下に埋まり､そこで信管が

作動して爆発します｡250kg爆弾で半径35m以内の人は全員
即死､200m以内は重軽傷を負う威力があります｡地中に潜
って爆発しないものが埋没弾で宅地造成などで掘起す時
に発見されたときに不発弾と名前が変わるのです｡

処理は自衛隊東部方面後方支援部隊102不発弾処理隊が
行います｡管轄は県警生活安全課から県を通して国に要請
して自衛隊に処理してもらいます｡
昭和33年～平成20年までに全国で5,700ｔ､12万件発見さ
れました｡沖縄が1番で30%､2位は東京､3位は神奈川､4位は
愛知です｡今でも30t位の不発弾が発見されています｡
落とした爆弾の5%が爆発しないのです｡
まだまだ川崎市内にもあります｡昭和20年4月15日の川

崎大空襲があり､幸区臨港地区､目標になったのが潜水艦
のｴﾝｼﾞﾝをつくる日立造船､昭和電工(上陸用舟艇)､日本鋼
管(鉄鋼)､東芝(計器盤)の各工場です｡使用された爆弾は
1,400発､焼夷弾9,000発でした｡

私の立ち合った例として臨港地区､石油ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄの回収
で発見されたものです｡学校､会社等の休みの日曜日に行
い､撤去するのに3ヶ月くらいかかります｡
調整会議を開くのは危機管理室です｡調整会議は区役所

お客様

＊12/5 会員敬称略
三家 護 12/1三富会員､石川会員と共に第62回神宮式
年遷宮に正式参拝して来ました｡
杉崎晴男 本日の年次総会､宜しくお願い致します｡
福住亮雄 先週は遠路わざわざ我が家にお越し頂き有
難うございました。充分なおもてなしもできず申し訳
ございませんでした｡
志村正夫 濱田会員､中津川CCｺﾞﾙﾌ大会での優勝おめで
とうございます｡
佐藤哲夫 ｺﾞﾙﾌ大会､3位になりました！
濱田 肇 昨日のｺﾞﾙﾌ大会は栄えある優勝をすること

ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ

鈴木富夫様(高津消防署 署長)卓話者
吉澤和久様(川崎稲生RC)
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12月5日 30 29 24 5 83% 14 3 62%

12月12日 30 29 21 8 72% 11 0 62%

寄付報告
月日 件 合計 累計 目標額 達成率

12/5 19 19,000 284,000 360,000 79%

12/12 14 14,000 298,000 360,000 83%

12/5 18 18,000 258,000 600,000 43%

12/12 14 14,000 272,000 600,000 45%

12/5 19 29,000 419,000 1,200,000 35%

12/12 13 14,000 433,000 1,200,000 36%

12/5 18 19,000 264,000 600,000 44%

12/12 13 13,000 277,000 600,000 46%

R財団

米山記念

奨学会
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クラブ会報委員会
石川演慶委員長 三富末雄副委員長
森山圭介委員 本藤光隆委員 編集担当：石川演慶 三富末雄

(R財団目標額：会員数×120㌦×100円 米山目標額：会員数×2万円)

調整会議を開くのは危機管理室です｡調整会議は区役所
消防､警察､自衛隊､交通関係､商店街､町会などのﾒﾝﾊﾞｰか
ら成ります｡普通は掘り出して自衛隊の車で演習場に運ん
でﾀﾞｲﾅﾏｲﾄで爆発させます｡高射砲弾は見つかった場所で
土嚢で取り囲んで土をかぶせて爆発させます｡爆弾の発見
は海側が多いようです｡
2009年1月沖縄で造成工事の際ｼｮﾍﾞﾙｶｰが爆発して一人

死亡しています｡今年も6月10月11月に都内で処理を行い
ました｡

B29が空襲に来る時､目標は富士山です｡
川崎のはずれを通過するので､高津､麻生､多摩で造成する
と発見されています｡
高津区の話です｡登戸研究所で1ｔ爆弾を持ってきて信

管を抜いて火薬を転用し､風船爆弾を作っていました｡
終戦になって爆弾が残っていてそこで働いていた下作延
の人が自宅の畑の隅に埋めました｡その息子が宅地造成で
掘起したら1ｔも爆弾が発見されました｡埋没弾処理の費
用ですが､探索する費用は土地の持主にかかります｡処理
は国と市町村が半々､沖縄は全額負担します｡
100㎡で30万円､1ｔ爆弾(15m)で100㎡で2000万円です｡
何でそんな負担するのかその説得をするのが危機管理

室で担当､私の仕事で大変でした｡
皆さんの所で発見されたら区役所へ連絡して下さい｡

最後に､長年､小学校で防災教室をしていただいている
ので､その感謝ということで1月13日高津区消防出初式で
川崎高津ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞを署長表彰します｡ぜひご出席下さい｡

濱田 肇 昨日のｺﾞﾙﾌ大会は栄えある優勝をすること
ができ､皆様のご協力に感謝申し上げます｡これからも
頑張ります｡ありがとうございました｡
*12/12
鈴木良一 鈴木消防署長様､本日は卓話宜しくお願い致
します｡吉澤和久様ようこそおいで下さいました｡
三家 護 12/11より12/20迄年末交通安全運動期間で
す｡｢無事故で年末笑顔で新年を｣PRしています｡
福嶋 徹 本日は初めての被選理事会です｡よろしくお
願い致します｡


