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点鐘・開会宣言・歌唱 第２２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４３回６月５日(木)】
卓話｢平成26年度 高津消防署事業紹介」

高津消防署 副署長 馬場 稔様
〃 庶務係長 間宮雄二郎様

川崎高津RCの皆様におかれましては平素から消防行

政の推進に格別のご支援並びにご協力を賜りましてあ

りがとうございます｡この場をお借りして､厚く御礼申

し上げます｡それでは早速卓話をさせていただきます｡

1.平成26年度川崎市総合防災訓練全体概要

9月1日(月)は｢防災の日」

8月30日(土)～9月5日(金)は｢防災週間｣

川崎市では過去の地震の教訓や都市直下型地震発生の

切迫性を踏まえ､自助､共助､公助の理念に基づき実践的

な防災訓練を実施することにより地域防災力の強化を

図ります。

お客様

＊理事会報告
1.最終例会の件 ｲﾍﾞﾝﾄ：ﾌﾚｱ･ｶｸﾃﾙｼｮｰ 30分
2.申送りの件 財産目録 木槌、鍵の受渡を第一例会
で行う

報告

＊6/5
小川湧三様(川崎鷺沼RC)
馬場 稔様(高津消防署副署長：卓話者）
間宮雄二郎様( 〃庶務係長)
＊6/12
片寄優子様(国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区第3ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補
佐､川崎稲生RC) 中村憲一様(国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区第3
ｸﾞﾙｰﾌﾟ次年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐､川崎西RC）
長井公也様･持田雄二様(川崎高津南RC会長･幹事)

図ります。

2.水災害対応車紹介

平成26年4月1日に高津書房所に｢水災害対応車｣が配

置されました。

・水災害対策

高津区には多摩川や平瀬川といった河川が流れていま

す｡普段は穏やかな表情を見せる川ですが､いざ大雨が

降った場合などは､一変して増水し氾濫する等､家屋の

浸水被害をもたらします｡水災害対応車にはこのような

場合に威力を発揮する高性能の排水ﾎﾟﾝﾌﾟを2基備え､1

基あたり1分間に5,000ℓの水を排出する性能を有し､大

雨による浸水被害の軽減に効果が期待されます。

・水難救助任務

この車両には多摩川等の河川での事故発生時に迅速な

救助活動が行えるよう､水難救助活動の為の各種資機材

を積載しています｡潜水器具一式､船外機付きﾎﾞｰﾄ等の

資機材の他､温水ｼｬﾜｰを備え水難救助の活動拠点として

水難救助活動の機動力の向上に期待される車両です。

3.消火ﾎｰｽｷｯﾄ紹介

・消火ﾎｰｽｷｯﾄ整備事業概要

市内全避難所(175箇所･高津区21箇所)に消火ﾎｰｽｷｯﾄを

整備するとともに自主防災組織等へ設置推進すること

で｢自助力｣｢共助力｣を向上させます。

・事業計画の概要

3年計画で市内全避難所(175箇所)の備蓄倉庫へ消火ﾎｰｽ

ｷｯﾄを配備します。

・平成26年度における高津区内避難所への配備計画

（避難所21箇所）10ｾｯﾄ

4.消火体験装置紹介

・消火体験装置

火災の怖さを実体験できる消火体験装置が新たに高

津消防団に配置されました｡町内会､自治会などの地域

の防災訓練などに活用します。

で行う
3.30周年実行委員会6月19日(木)18:00～ｵｰｸﾙｰﾑで開催

ｼﾞｭﾆｱ消防団の服を寄贈したいとの希望
4.7月27日(日)高津区民祭 12:00 ﾘﾊﾞｰｽﾄｰﾝﾋﾞﾙ前集合



【第４４回６月１２日(木)】
＊来賓挨拶
・片寄優子様(国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区第3ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補
佐､川崎稲生RC)鈴木会長､後押しして下さり､ありがと
うございました｡今後もよろしくお願い申し上げます。
・中村憲一様(第2590地区第3ｸﾞﾙｰﾌﾟ次年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐､
川﨑西RC)私なりに努めて参ります｡よろしくお願い致
します。
・長井公也様・持田雄二様(川崎高津南RC会長･幹事)
今年一年いろいろご協力いただきましてありがとう

ございました。

《 現次合同クラブ協議会 》
・会 長 鈴木良一会長
１年を大過なく過ごすことができました｡会員増強も出
来ました｡皆様に感謝します｡親睦移動例会で釜石東RC
を訪問したのが一番の思い出です。
・幹 事 田中 薫幹事
鈴木会長の下皆様のご協力で一年を過ごすことが出来
ました｡2年で8名の入会がありました｡目標の35人には

5.ｼﾞｭﾆｱﾊｲｽｸｰﾙ消防隊事業紹介
・ｼﾞｭﾆｱﾊｲｽｸｰﾙ消防隊結成主旨
地域における防災活動で課題になるのは中核的な役

割を担う青･壮年世代が不在となる時間帯に大地震が発
生した時の防災力の低下です｡仮に平日の昼間帯に大地
震が襲った場合､地域に残されているのは高齢者､主婦･
子供達が主であり､少年層による防災活動への参加は地
域にとって貴重な防災資源と位置付けられます。

そこで少年層に対する防災意識を目覚めさせるため
中学区制による消防署職場体験学習の機会を与え､防災
教育を促進させ､災害時には進んで初期消火活動に協力
する風土づくりと地域コミュニティと連携した日頃の
防災活動への参加､更には将来における市域防災の担い
手や消防団､消防ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱへの加入促進に繋がることを
期待し､段階的に中学生の育成に取り組み､いずれは地
域防災の一因となる組織が生まれることを狙いに､本事
業を推進するものです。

ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ
＊6/5 (順不同､敬称略)
鈴木良一 馬場副署長様､間宮庶務係長様 本日はよろ
しくお願い致します｡
森 正一 高津消防署 馬場副署長､間宮庶務係長､本日
はありがとうございます｡
*6/12
片寄優子様(第3ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐､川崎稲生RC)
三家さんの後頑張ってやって来ました｡本当にお世話に

・会員増強･退会防止委員会 大橋健治委員長
5名の新ﾒﾝﾊﾞｰを迎えることが出来ました｡菊池会員のご
協力に感謝します。
・R情報委員会 細谷和彦委員長
新入会員に対してﾛｰﾀﾘｰを理解してもらうために活動し
ました。
・国際奉仕委員会 本藤光隆委員長
ｵｰｽﾄﾗﾘｱの国際大会への参加をもくろんでいましたが､
会長の都合と合わず実施できませんでした｡皆様のご協
力に感謝します。
・米山記念奨学会委員会 三富末雄委員長
目標を達成できそうです｡現在達成率82.5%です。
・Ｒ財団委員会 佐藤哲夫委員長
年次寄付目標達成度119%です｡その後ﾎﾟﾘｵの寄付一人あ
たり5千円をお願いしています。
・青少年奉仕委員会 石川演慶委員長
ﾗｲﾗの青少年ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに社員を参加させてもらいました｡
防災において､ﾘｰﾀﾞｰ格の青少年を育てたいと思います｡
・ﾆｺﾆｺBOX委員会 志村正夫委員長
１年間ありがとうございました｡100万円を目標に頑張
りました｡本日分は未集計ですが､84万4500円お預かり
しました｡あと少しです。
・米山ｶｳﾝｾﾗｰ 中田俊彦ｶｳﾝｾﾗｰ
地区からの紹介がないので開店休業状態でした｡
ご紹介いただきましたら､ｶｳﾝｾﾗｰとして頑張ります。

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

6月5日 32 31 25 6 81% 6 3 90%

6月12日 32 31 24 7 77% 10 4 81%

寄付報告

月日 件 合計 累計 目標額 達成率

6/5 18 18,000 110,000 160,000 69%

6/12 16 21,000 131,000 160,000 82%

6/5 18 18,000 511,000 640,000 80%

6/12 17 17,000 528,000 640,000 83%

6/5 19 22,000 845,500 1,200,000 70%

6/12 19 36,000 881,500 1,200,000 73%

6/5 19 20,000 538,000 600,000 90%

6/12 16 16,000 554,000 600,000 92%

R財団

ｴﾝﾄﾞﾎﾟﾘｵ

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
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：森山圭介 本藤光隆

※(R財団目標額：会員数×120㌦×100円⇒119%達成(43万円)のため 3/13より
ｴﾝﾄﾞﾎﾟﾘｵ～2018を積立 会員数×5,000円目標 米山目標額：会員数×2万円)

ました｡2年で8名の入会がありました｡目標の35人には
少し足りませんが､ｸﾗﾌﾞの活性化が出来たと思います｡
・ＳＡＡ 森 正一SAA
皆様のご協力で一年を過ごすことができました｡食事数
も無駄なく､少しでも経費の削減が出来たと思います｡
・会 計 細谷和彦会計
会員の増強で収入が増え､一方支出は予定通りでした｡
予算の90%が消化されています｡皆様のご協力ありがと
うございます。
・社会奉仕委員会､ＩＴ担当 相馬 元委員長
活動計画を6つ立てていましたが､養護学校慰問が学校
の都合で出来なかったのが残念です｡次年度もご協力お
願いします｡ＩＴ委員会では事務局の小野さんにご協力
いただきありがとうございます。
・出席委員会 三家 護委員長
会員数が5増｡出席率は85.3%です｡80%を超えているので
まあいいかというところです｡会員はあと5名は増やし
たいです｡
・親睦活動委員会 菊池幸治委員長
本年度は会員間の親睦を図るために例会に花を飾って
みましたがいかがだったでしょうか｡納涼家族会､親睦
旅行及び移動例会で岩手へ行き､釜石東RCにﾒｰｷｬｯﾌﾟし
ました｡年末家族会､花見夫人ﾃﾞｰも実施､高津ｻﾛﾝも昨年
来続けています｡ご協力ありがとうございます。
・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会 茅根正之委員長
先週の高津消防署副署長馬場様の卓話で本年度の活

動は終了です｡来年度は副委員長ですので鈴木会長の下
頑張ります。
・雑誌･広報委員会 森山圭介委員長
Rの友の内容の紹介と投稿を促す活動をしました｡
地域へのPRが不足していたように思います。
・会報委員会 石川演慶委員長
例会の内容を欠席者に知らせること､ｸﾗﾌﾞの記録と対外
的な広報を果たすため休刊のないように心がけました｡
事務局の小野さんのご協力に感謝します。
・会長ｴﾚｸﾄ 福嶋 徹ｴﾚｸﾄ
鈴木会長の下一年間研修しました｡今年の会長のように
うまく出来るか自信を失っています｡今年は会員増強な
ど大変うまく運営できたと思います。

三家さんの後頑張ってやって来ました｡本当にお世話に
なりありがとうございました｡
中村憲一様(次年度第3ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐､川﨑西RC)
この度第3ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐を拝命致しました｡どうぞ
よろしくお願い致します｡
長井公也様･持田雄二様(川﨑高津南RC 会長･幹事)
こんにちは！年度末のご挨拶にお伺いしました｡一年間
ありがとうございました｡
鈴木良一 片寄ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐様､長井会長様､持田幹事様､
川崎高津RCの会員の皆様､一年間有難うございました｡
三家 護 5/31中学校6/6高校6/7大学の同窓会に出席
し､懐かしい時間を過ごしました｡


