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点鐘・開会宣言・歌唱 第１７例会記録

【第３３回 ３月１９日(木)】
卓話｢地域防災力の向上について｣

川崎市消防局 吉田和子様
日頃から火災予防､安心安全な街づくりにご協力いた

だき､ありがとうございます｡一昨年の12月に消防団を中
核とした地域防災力の充実強化に関する法律が出来まし
た｡阪神淡路大震災や東日本大震災､また今後予想される
首都直下型地震､台風や集中豪雨､竜巻､大雪など災害が
発生しますと､私たちは通勤しているため消防署から駆
け付けることはできません｡消防団も最近は勤めの方が
多く､自営業にお勤めの方が少なくなってきているので
災害の時に地域を守る力が過去と比べると弱くなるので
はと思います｡大災害が発生すると日本全国から緊急消
防援助隊が来ますが､これもすぐ駆けつける訳ではあり
ません｡そのため地域住民の力が必要です｡地域を守るた
め､被害を最小限に抑えるため､総力を結成するというこ
とで最近は｢防災｣より｢減災｣という言葉をお聞きだと思
います。

この法律の基本理念には｢住民､自主防災組織､消防団
などが適切に役割を分担しながら､相互に連携協力して

報 告

＊委員会報告
・ｺﾞﾙﾌ同好会 杉崎晴男副会長
本年度第3回ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟを4月7日に開催しますので､皆

様の申込みをお願いします。
・次年度青少年奉仕委員会 濱田 肇委員長
次年度の交換学生の受入れの件です｡今回はｱﾒﾘｶの男

子高校生です｡かかる費用はｸﾗﾌﾞで負担します｡ご家庭
で生の英語の勉強､海外の習慣の違う方たちとの触れ合
いを持つなど貴重な機会ですので､ぜひ受入ﾌｧﾐﾘｰのお
引受けを宜しくお願い致します｡

お客様

吉田和子様(川崎市消防局総務部：卓話者)

などが適切に役割を分担しながら､相互に連携協力して
取り組むことが重要､との基本的認識のもとに住民の防
災に関する意識を高め､自発的な防災活動の参加を促進
すること､自主防災組織等の活動を活性化することによ
り地域の防災体制の強化を図ること｣とあります｡そこで
住民の役割としては｢地域の防災活動への積極的な参加
に努めるものとする｣とあります｡高津区は各町内会､自
治会などの自主防災組織訓練はもとより､高津地区､橘地
区合同の防災訓練等も積極的に行っています｡明後日､溝
の口駅前のきらりﾃﾞｯｷにおいて高津ｱﾝｱﾝﾌｪｽﾀ､防災､防
犯､安心安全な街づくりの3つの体験を通していざという
時に役立つ催しがあります｡ぜひご参加下さい。

もし私がここで突然意識を失った時に何人の方が救命
活動できるでしょうか｡今､川崎市では市民救命士という
制度を取っています｡3時間の講習を受けると市民救命士
というｶｰﾄﾞ型の証書がもらえます｡大事な家族､仲間を救
うためにも救命活動､消火訓練､避難訓練など何回も経験
して､頭ではなく体で覚えていただきたいと思います。

消防局では消火ﾎｰｽｷｯﾄを3か年で小学校の避難場所に
配備事業を行っています｡これで地域の自助力(自分で身
を守る､人を助ける)共助力(近助ともいう)を高めます｡
公助力(区役所や消防など公の助け)については職員や警
察､自衛隊などもすぐに駆けつけられない可能性もある
と考えています。

高津区は川崎市でｼﾞｭﾆｱﾊｲｽｸｰﾙ消防隊事業を行ってい
ます｡川崎高津ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞさんにも制服等でご協力いた
だきありがとうございます｡昨年の9月1日の防災の日に
行われた川崎市の総合防災訓練ではｼﾞｭﾆｱﾊｲｽｸｰﾙ消防隊
が実際に参加者の前で活動を行いました｡幼稚園では幼
年消防ｸﾗﾌﾞ､小学校は少年消防ｸﾗﾌﾞとなり､中学校はｼﾞｭ
ﾆｱﾊｲｽｸｰﾙ､高校生は地域防災ｽｸｰﾙと消防署が各学校を回
って消防を身近に感じていただくことと､防災に対して
の知識を身につけていただくことを考えています｡18歳
以上になると消防団員や消防職員というように､防災の
知識は小さい頃から植付けることで､例えば小さい子の
火遊びがなくなるのではと感じます。

高津消防団は現在127名の消防隊員がいます｡そのうち
女性が12名です｡定員は140人でまだ余裕ありますので我
こそはという方はご自身だけではなく､ご家族､地域の方
に消防団になっていただき､地域を守る気持ちを持って
活動を行っていただきたいと思います｡消防団の募集も
合わせてお願いいたします｡以上簡単ですが､地域防災力
の向上についてお話させていただきました。



【第３４回 ３月２６日(木)】
移動例会 花見ご夫人ﾃﾞｰ「屋形船」

お客様

福嶋千恵子様 細谷やよい様 本藤伊都子様
飯尾智子様 菊池昭子様 小山智恵子様 三富瑤子様
森 由美様 志村眞佐子様 鈴木慶子様 相馬順子様
谷野ありさ様 吉田智美様 吉田浩康様 吉田実久様
小山泰河様 小山泰樹様 大橋桃子様 大橋蓮央様
鈴木琥平太様 谷野 真央様 茅根啓子様

桜の開花と共にやってきた春めいた暖かさの中､
今年の花見ご夫人ﾃﾞｰは屋形船に乗って隅田川を下り
ました｡三分咲きではありましたが､船から眺める桜
やﾗｲﾄｱｯﾌﾟされたｽｶｲﾂﾘｰ､ﾋﾞﾙの夜景や鮮やかな東京
ﾀﾜｰは格別な美しさでした｡
今回は44人の会員､ご夫人､ご家族のご出席をいた

だき､小さなお子様たちが楽しそうに走り回る姿も微
笑ましく感じたとても和やかな家族会となりました｡

※花見ご夫人ﾃﾞｰに際しご祝儀を頂戴しました｡(順不同､敬称略）
福嶋 徹 石川演慶 杉崎晴男 大橋健治 三富末雄 鈴木良一
伊藤壽一 田中 薫 本藤光隆 細谷和彦 相馬 元 三家 護
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3月19日 31 30 24 6 80% 13 7 80%

3月26日 31 30 21 9 70% 9 5 87%

月日 件 合計 累計 目標額 達成率

3/19 14 14,000 348,000 438,960 79%

3/26 0 0 348,000 438,960 79%

3/19 14 14,000 483,000 640,000 75%

3/26 0 0 483,000 620,000 78%

3/19 14 17,000 703,000 1,200,000 59%

3/26 0 0 703,000 1,200,000 59%

3/19 15 15,000 519,000 600,000 87%

3/26 0 0 519,000 600,000 87%

R財団

米山記念
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出席報告

寄付報告

クラブ会報委員会
本藤光隆委員長 三富末雄副委員長 曽我直樹委員
喜多川亮平委員 編集担当 ： 喜多川亮平 三富末雄

ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ

※R財団目標額：会員数×120㌦×118円 米山目標額：会員数×2万円

＊3/19 (順不同､会員敬称略）
福嶋 徹 吉田様､本日の卓話よろしくお願いします｡いつも
消防署にはお世話になっております｡
大橋健治 吉田様､本日の卓話よろしくお願い致します｡
三家 護 彼岸桜が咲きだしました｡いよいようきうきの春
です｡大いに浮かれましょう。
森 正一 吉田さん､本日卓話よろしくお願い致します｡

伊藤壽一 田中 薫 本藤光隆 細谷和彦 相馬 元 三家 護
菊池幸治 志村正夫 森 正一 飯尾光正


