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クラブ年度方針

『 クラブの充実と活性化 』
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点鐘・開会宣言・歌唱 第４例会記録

お客様
＊8/21
越谷成一様(高津消防署 署長：卓話者)間宮雄二郎様
(高津消防署予防課係長)河原金蔵様(高津消防団団長)

来賓挨拶
河原金蔵様(高津消防団団長) 本日は活動服をご寄贈
いただきありがとうございます｡皆様には日頃からいろ
いろご協力をいただき感謝申し上げます｡消防団員が減
少しつつある中､早い時期から消防への関心を高めても
らう意味で現在高津区内の公立中学校全校にｼﾞｭﾆｱﾊｲｽｸ
ｰﾙ消防隊育成事業の協力をいただいております。

報 告
＊理事会報告
1.10月の予定
10月 2日(木) 卓話 定例理事会

【第７回８月２１日(木) 】
＊入会式

玉城 進(たましろ すすむ)会員
建物総合解体業・産業廃棄物収集運搬業

紹介者：菊池幸治会員 鈴木良一会員

☆紹介 菊池幸治会員
新入会員の玉城進様をご紹介します。

☆歓迎の挨拶 福嶋 徹会長
玉城様、川崎高津ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞとして歓迎いたします。

☆新会員挨拶 玉城 進会員
ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞは私にはまだ荷が重いと思っていますが、
諸先輩方にはよろしくご指導をお願い致します。

＊卓話
「暮らしの中の身近な危険物 その｢危険性｣｣

高津消防署署長 越谷成一様10月 2日(木) 卓話 定例理事会
9日(木) ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問
16日(木) 卓話 斉藤正彦様 川崎西RC
23日(木)24日(金) 親睦移動例会 箱根湯本 ｺﾞﾙﾌ
31日(木) 休会

2.7月27日(日) 高津区民祭の報告 社会奉仕委員長
3.8月28日(木) 納涼家族会 親睦活動委員長予算書 承認
4.防災訓練の記念品 ﾒﾓ用紙⇒A4ｻｲｽﾞのｸﾘｱﾌｧｲﾙに変更

高津消防署署長 越谷成一様

皆様には日頃から消防行政にご協力いただきまして厚
く御礼申し上げます｡また本日はｼﾞｭﾆｱﾊｲｽｸｰﾙ活動服を
ご寄贈いただき重ねて御礼申し上げます。
≪知っているようで知らないｶﾞｿﾘﾝの危険性≫
ｶﾞｿﾘﾝが燃えるのは液体ではなくｶﾞｿﾘﾝの蒸気です｡ｶﾞｿﾘ
ﾝの蒸気は空気よりも重いので放置しておくと床などの
低い所を伝って広範囲に広がります｡ｶﾞｿﾘﾝの蒸気の引
火点は-40度以下なので静電気やｺﾝｾﾝﾄの抜き差しなど
で発生する小さな火花でも簡単に火がついてしまいま
す｡また電気の不良導体であるため､流動等の際に発生
した静電気が蓄積し易いので､ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ従業員などは
必ず不燃性の服を着ることになっています｡ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰの
服や人体に溜まった静電気で引火することもあるので､
ｾﾙﾌｻｰﾋﾞｽのｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞで給油の際は必ず静電気除去ｼｰﾄ
に触れるようにして下さい｡また､ﾎﾟﾘﾀﾝｸなどは強度が
不足しているのでｶﾞｿﾘﾝを運搬することは法律で禁止さ
れています｡試験確認済証のﾗﾍﾞﾙのついた金属製の携行
缶をお使い下さい｡また､携行缶へ自分で給油すること
は禁止されています｡ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ従業員にやってもらっ
て下さい｡発電機等への給油はｴﾝｼﾞﾝを停止し､ｴｱ抜きを
することが大事です。(裏面に続く)



≪消化器の正しい使い方≫

まず､安全ﾋﾟﾝを引き抜き､ﾎｰｽを外し火元に向け､ﾚﾊﾞｰを強
く握って手前から掃くように放射します｡天ぷら油の場合はそ
の温度が発火点(360℃～380℃)以上になれば火種がなくて
も発火して燃焼を始めます｡消化器は離れた位置から油面
を覆うようにして使用しましょう｡消火後も油温が下がらない
限り何度でも発火する恐れがあるので､鍋に蓋をしてｶﾞｽの
元栓を閉め､温度が下がるのを待つのが大事です｡なお､今
年の8月1日から屋外において祭礼､縁日､花火大会など不
特定多数の者の集合する催しを行う際に対象の火気器具等
を使用する場合は消化器の準備が必要となりました。

【第８回８月２８日(木) 】
納涼家族会 夜間例会

ホテルＫＳＰ ３Ｆ

お客様
福嶋千恵子様 本藤伊都子様 飯尾智子様 茅根啓子様
菊池昭子様 喜多川あい様 小山智恵子様 三富瑶子様
森 由美様 中田節子様 志村眞佐子様 杉崎里美様
鈴木慶子様 相馬順子様 月岡香栄子様 谷野ありさ様
吉田智美様 吉田浩康様 吉田美久様 福住豪人様

｢パンポップパラダイスの夕べ」
＊ご挨拶 福嶋 徹会長

本日は大勢の方にお集まりいただき､また新会員が増
えたこともあり､若い方が多く参加し大変嬉しく思いま
す｡今宵はごゆっくりお楽しみ下さい。
＊乾 杯 茅根正之会員
本日は多くの方にお集まりいただき､赤ちゃんが来たこ
とも久しぶりです｡元気というのは一番いいと思います｡
大雨で大変な地域もあります｡普通に過ごせるというこ
とは大変幸せなことです｡ますますﾛｰﾀﾘｰが発展すること
を祈って乾杯したいと思います。乾杯！
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8月21日 33 32 21 11 66% 12 2 69%

8月28日 33 32 27 5 84% 11 3 75%

月日 件 合計 累計 目標額 達成率

8/21 17 19,000 106,000 403,920 26%

8/28 20 21,000 127,000 403,920 31%

8/21 17 19,000 111,000 660,000 17%

8/28 21 21,000 132,000 660,000 20%

8/21 17 25,000 170,000 1,000,000 17%

8/28 23 36,000 206,000 1,000,000 21%

8/21 17 18,000 107,000 600,000 18%

8/28 22 23,000 130,000 600,000 22%
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寄付報告

クラブ会報委員会
佐藤哲夫委員長 三富末雄副委員長
本藤光隆委員 曽我直樹委員 編集担当：本藤光隆 曽我直樹

ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ
＊8/21 (順不同･会員敬称略)
福嶋 徹 越谷成一高津消防署長様､間宮雄二郎予防課係
長様、河原金蔵高津消防団団長様ようこそ｡越谷署長様卓
話宜しくお願いします｡
大橋健治 越谷様､本日の卓話宜しくお願いします｡玉城
さん入会おめでとうございます。
菊池幸治 玉城会員､本日入会おめでとうございます｡今
後ともよろしくお願い致します｡
森 正一 河原団長､越谷署長､間宮係長､本日はありがと
うございます｡
*8/28
福嶋 徹 皆様ようこそ｡今晩はゆっくり楽しんで下さい｡
大橋健治 本日は宜しくお願い致します。
中田俊彦 家内がお世話になります。
鈴木良一 本日は無役で気楽に楽しませていただきます｡

※納涼家族会に際しご祝儀を頂戴しました｡(順不同敬称略）
福嶋 徹 田中 薫 三家 護 小山泰介 飯尾光正 志村正夫
安原正洋 石川演慶 茅根正之 杉崎晴男 鈴木良一 三富末雄
伊藤壽一 森 正一 田名網成彰 菊池幸治 濱田 肇 本藤光隆
大橋健治 相馬 元 青木功雄
また､菊池幸治会員より岩手の濁酒の差入れをいただきました｡
みなさまありがとうございました｡

※R財団目標額：会員数×120㌦×102円 米山目標額：会員数×2万円

吉田智美様 吉田浩康様 吉田美久様 福住豪人様
福住領人様 田名網康代様 谷野真央様 月岡希心様
安藤恒博様 安藤伸江様

祝慶事
＊会員誕生日
7/10 福嶋徹会長7/22 福住亮雄会7/27   
飯尾光正会員7/23 青木功雄会員8/26喜多川亮平会員8/6
＊ご夫人誕生日 木嶌和子様 8/20
＊入会記念日
田中 薫会員 H4.7/23 濱田 肇会員 H25.7/18
小山泰介会員 H25.7/18 本藤光隆会員 H8.8/29
曽我直樹会員 H25.8/8
茅根正之会員
＊表 彰
・ﾍﾞﾈﾌｧｸﾀｰ 福嶋 徹会長
・ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽﾌｪﾛｰ5 茅根正之会員


