
KAWASAKI TAKATSU R.C. 

  R.I.会長 
Ｋ．Ｒ．ラビンドラン 

 (スリランカ) 
   
  

第2590地区第3ｸﾞﾙｰﾌﾟ 川崎高津ロータリークラブ 

事務局：〒213-0041川崎市高津区溝口2-14-1むらたビル３F 

例会場：ホテルKSP TEL 044-819-2211 

例会日：毎週木曜日 12:30 / 毎月第4週 18:00 

会 長：杉崎 晴男 

幹 事：飯尾 光正 

 第31回(通算1459回)「君が代・奉仕の理想」 

 第32回(通算1460回)「我等の生業」 

 

 

 

 

 

 

 

2015～2016 

     ＲＩ会長テーマ 

        『 世界へのプレゼントになろう 』 

Ｔｗｏ Ｗｅｅｋｓ Ｒｅｐｏｒｔ 

点鐘・開会宣言・歌唱 第１６例会記録 

【第３１回  ３月 ３日 (木)】 

 会員卓話「私の仕事について」 
                 玉城 進 会員 
     
 私は色々忙しく例会にも余り出席できない状態です
が､本日は私が携わっている仕事についてお話したい
と思います｡私の20歳位からの経験もお話したいと思
います｡ 
 私は1985年に県立北部工業高等学校の建築科を卒業
し地元の建設会社である梅田重機に就職しました｡ 
学生の時には機械いじりや運転が好きでこの様なｱﾙﾊﾞ
ｲﾄをしてきたので､何故建築科を選んだのか分かりま
せんが､この会社では重機や車の運転をして20歳過ぎ
まで居りました｡この頃神奈川県港北に住んでいる叔
父より土木関係の仕事を一緒にしようと誘いがあった
ので､これを受け会社を退社し､地元で大型免許を取っ
て神奈川県へ参りました｡叔父とは道路やﾀﾞﾝﾌﾟの仕事
をして行く中で解体の仕事を初めて知りました。 
  
 当時の解体工事は単価が高く､行政の規制も緩いの
で365日野焼きも出来､働けば働く程儲かるので夜勤も
頻繁に行いました｡ここで6年程お世話になりましたが
退社して田舎に戻りﾀﾞﾝﾌﾟを購入して独立しました｡ 
ﾊﾞﾌﾞﾙが終わる頃でしたが､未だ若いのでﾊﾞﾌﾞﾙが弾け
るとは思ってもなかったので遊びも覚え､この頃ｺﾞﾙﾌ
に熱中しました。 
  
 しかしながらﾊﾞﾌﾞﾙは弾けてしまい､公共事業の仕事
がﾄﾞﾝﾄﾞﾝ減ってﾀﾞﾝﾌﾟも売却する破目になりました｡ 
結局10年間田舎に居りましたが､仕事も無いので再度
神奈川へ行く事となりました｡暫くｱﾙﾊﾞｲﾄをしていた
ら､久地にあるｽｸﾗｯﾌﾟ会社､幸田産業と縁ができ､入社
する事となりました｡10年程して社長が病気で亡くな
り､解体部門は閉鎖する事となりました｡このまま退職
となる所､会社より資金を出すので独立して解体業を
やって欲しいと言われ､独立する事となり㈱玉城産業
を創業し現在に至っております。 
  
 解体の仕事は先ず施主や不動産会社､建設会社より
要請を受け､登記簿謄本を見たり､現場検証をして見積
書を作成し､合意に至って開始致します｡先ず諸官庁に
届をして近隣挨拶してそれから工事着工です｡ 
 工事は養生を行い､内装材の分別､重機にての解体､
基礎解体､整地作業､清掃を行い工事完了となります｡
時には現金､貴金属が出てきたり､死体が出てきたりし
ます｡最近は余りこの様な発見はありません｡ 
ではこの辺で私の卓話を終了させて頂きます。 
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3/3 15 16,000 110,000 185,600 59%
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R財団

米山記念

奨学会

ﾆｺﾆｺ

BOX

ﾌﾚﾝﾄﾞ

ﾘｰBOX

出席報告 

寄付報告 

  
 クラブ会報委員会 曽我直樹委員長 三富末雄副委員長 本藤光隆委員 
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※R財団目標額：会員数×120㌦×124円  米山目標額：会員数×2万円 
※R財団は3月から50㌦(ﾚｰﾄ116円で5,800円)×32人=185,600円に達する迄 
 ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽを集めます｡(12月末迄のＲ財団寄付総額301,000円) 
   
  
 

【第３２回 ３月１０日(木)】 
 卓話｢突然の地震に備える｣ 
              高津消防署 副署長 馬場 稔様 

＊はじめに 

 近年､日本の各地域で地震や台風､水害などの自然災害
により大きな被害が発生しています｡ 首都圏でもＭ7.3
ｸﾗｽの地震の発生確率が､ここ30年間で70%であると報道
されています｡我々が大地震から生き延びるためには平
素から地震をどれだけ正しくｲﾒｰｼﾞ出来るかにかかって
いるとも言われています｡ 

＊知っていますか？地震被害想定！ 
  平成25年調査 川崎市直下の地震(冬18時)における被害想定結果       

  (Ｍ7.3/高津区では震度6強を観測･平成26年度地域防災計画) 

 
 
  

ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ 
 ＊3/3(順不同､会員は敬称略） 

三家 護 頑張って出席しますのでよろしくお願いします｡ 
細谷和彦 玉城会員､卓話楽しみにしています｡ 
菊池幸治 玉城会員､卓話楽しみにしています｡ 
＊3/10 
杉崎晴男 馬場副署長様､本日卓話をありがとうございます 
福嶋 徹 馬場様､卓話楽しみにしています｡ 
森 正一 馬場副署長､後藤係長､本日はありがとうござい   
     ます｡ 
 
 
 
 

お客様 
馬場 稔様(高津消防署副署長)：卓話者 

後藤勝充様(高津消防署庶務係長) 

 

 

  

 
川崎市全域 高津区

人的被害(人)

死者 820 100

負傷者 15,800 2,300

出火数(件) 240 52

建物被害(棟)

焼失棟数 16,400 2,000

全壊 21,500 3,000

半壊 48,000 7,200

 
阪神淡路大震災のﾋﾞﾃﾞｵ､新潟中越地震のﾋﾞﾃﾞｵ 
震度6.7の凄さを改めて知り、びっくりする｡ 
 
＊外出中の地震から身を守る 
 ・街中    ﾌﾞﾛｯｸ塀､自動販売機には近寄らない 
 ・ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ   全ての階のﾎﾞﾀﾝを押して脱出､ 
        だめなら非常連絡ﾎﾞﾀﾝ 
 ・ﾃﾞﾊﾟｰﾄ､劇場 棚やｶﾞﾗｽｹｰｽから離れる 
        落下物から頭を保護する 
＊自宅からの避難時の注意 
●避難する時は 
 ・ﾌﾞﾚｰｶｰを切る 
   ⇒電気の復旧に伴う火災の防止(通電火災防止） 
 ・ｶﾞｽの元栓の確認 
●非常持出品 最優先持出(食糧､水､懐中電灯､ﾗｼﾞｵ､ 
       電池､お金(小銭)､薬(常備薬)､ｳｪｯﾄﾃｨｯｼｭ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

阪神淡路大震災のﾋﾞﾃﾞｵ､室内の物の動きを固定してい
ない場合と固定した場合の比較、昭和56年以前は耐震
構造ではないので倒れやすい｡ 
 
＊被害を軽減する為の備え 
◎家の耐震診断   
◎家の耐震補強 
・家の耐震化は震災対策の基本  
  ☛耐震改修は金銭的負担が多い 
       ⇓ ならば 

・せめて逃げ出すまでの時間稼ぎが出来る程度の耐震  
 補強を 
・自分の家は安全でありたいもの 
 
 
 
 
 

＊被害を軽減する為の備え 
 防災(減災)対策の基本は？ 
 ・自らの身は自ら守る 
 ・地域の事は地域で守る⇒地域の防災力を高める 
   みんなで守ろう向こう三軒両隣 
   災害時要援護者への支援 防災訓練の参加 
   自主防災組織の活動 
＊結びに 
 今後､発生が懸念される首都直下地震等の大規模地震
に対応する為には｢公助｣はもとより､市民や地域が有す
る｢自助｣｢共助｣の力と連携した取り組みの推進が大切
であると考えています｡ 
これからも地域防災力の向上のために､ご指導､ご支援､
またご協力をよろしくお願い致します｡ 
《 謝 辞 》               杉崎晴男会長 
 阪神大震災から20年､東日本大震災から5年､風化して
きており､再度ﾋﾞﾃﾞｵ等見てぞっとしました｡天災は忘れ
た頃にやってくる｡心構えを持つ必要があると感じまし
た｡本日は本当にありがとうございました｡ 
 
 
 
  

報 告 

＊ｺﾞﾙﾌ同好会             杉崎晴男会長 
 奉仕五団体によるｺﾞﾙﾌ大会は5月11日です｡よろしく｡ 
＊親睦活動委員会         小山泰介委員長 
 3月24日花見夫人ﾃﾞｰです｡出欠返事まだの方よろしく｡ 
 
 
 
  


