
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1453回 （本年度 第 24回）例会 

令和 元年 6月 6日（木） 
 

点  鐘  小泉 正博 会長 

司  会   今井  敬 会場監督 

斉  唱 「君が代」「奉仕の理想」 

会員出席報告 江口 進 出席委員長 

欠席者：坂本会員、坂口会員、髙木会員、渡久地会員、 
 

お客様紹介 小泉 正博 会長    

◆ゲスト・スピーカー 
中原消防署 予防課予防係 消防司令補  
百 瀬  優 様 

  
会員お祝い 

お誕生日おめでとうございます！ 
渡久地 政房会員  

 
 

奨学金贈呈 韓 喬 君へ 

 
 
 
 
 
 
 
    
ニコニコ報告  江口 進 親睦委員長  

◇大塚 正一 様（川崎北 RC） 
 5月 23日謝礼をニコニコにします。  
◇小泉 正博 会長・徳安 久是 幹事 

 皆さんこんにちは。いよいよ今年度も最後の月になり

ました。ほっとした気持ちと、何かやり残してしまっ

たのではないかという思いが交差していて少し複雑

です。今日の天気のようにすきっとしたいのですが。

しかし、私自身、ロータリーに対する気持ちは確信に

近いものが生まれたようにも思います。 

 そして、今日は本年度最後の「卓話」になりますが、

中原消防署 消防司令補 百瀬様、宜しくお願い致しま 

 

す。また、内藤プログラム委員長をはじめ、委員会

の皆さん、充実した数々のプログラム、本当にあり

がとうございました。 
 
◇井元雄一会員 

 連合会機関紙「コスモス通信」と健康美容の大手業

界新聞「健康ジャーナル」に私井元を取り上げた記

事が掲載されましたのでうれしくってニコニコ致し

ました。いつもありがとうございます。 
 
◇神谷 直会員 

 89 才の母が体調を崩し、井田病院にいます。早くう

なぎが食べたいと言っているので、まだ大丈夫だと

思っています。 
 
◇ＳＡＡ一同 

梅雨入り前とはいえ、乾燥した日が続きます。 

百瀬様、今日はお忙しい中お越し頂き有難うござい

ます。火災予防についてのご指導よろしくお願いい

たします。 
 

◇親睦委員会一同 

本日は良い天気となりました。明日から雨天が続く

ようですが引き続きご家族とも体調管理にはお気を

つていただくようお願い申し上げます。 
 

「みんなニコニコ」 

百瀬様 ようこそお越し下さいました。 
 

若狭滋則会員・市川功一会員・内藤松雄会員 

島田叔昌会員・山本 剛会員・会田公雄会員 

藤村伸一会員・Mr.SUZUKI会員 
   

ニコニコボックス 本日 19,000 円 累計 505,500 円 

記念日ニコニコ 本日 5,000 円 累計 130,000 円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２８名 ２０名 ８名 ８３.３３％ 

前々回(5月 9日) 欠席 9名 Makeup 2名 ８４.００％ 

 

  

 

川崎中原ロータリークラブ会報 川崎中原ロータリークラブ会報 

◆例会場 ホテル精養軒 第１木曜日 PM12:30～ 第３木曜日 AM7:30～ TEL:044-711-8855 
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『インスピレーションになろう』 Be the Inspiration 

ＲＩ会長 バリー・ラシン 第２５９０地区ガバナー 金子 大 



 卓 話  中原消防署 予防課予防係  
消防司令補 百 瀬  優 様 

「最近の火災発生原因と状況」  

 中原消防署の予防課予

防係百瀬と申します。火

災予防についてお話をさ

せていただきたいと思い

ます。 

火災原因の第一位は、

川崎市内では 42 年間ず

っと放火だったのが、平

成 30 年度たばこ火災と

なった。 

放火は放火犯は家の近

くにあるゴミ、自転車があるとそこに火をつけるのが多

い。例えばゴミ出しを前日の夜のうちから出してしまう

のが多いがそういったものに着火を試みるというのが

多い。 

火災件数はやや減少傾向にあるが、救急隊の出場が大

変増加している。救急車の適正利用が必要になっている。

救急車の出場件数が増えると、救急隊の負担がかかると

いうこともあるが、救急隊が本当に必要な方を守ること

ができなくなってくる。川崎市内の救急車は 27 台しか

ない。例えば、先日の登戸の殺傷事件では、横浜市の 2

台の応援を含めて 18 台が出場したが、18 台が同時に来

れない。市内 16 台でも遠いところはすぐには来れない

ので、トリアージを実施し、重症度の高い方から搬送し

ている。救える命があっても救急車が来なくて救えなか

ったというのがどこかで起きている。本当に必要な方が

待たなくてはならない。28 台の救急隊で 69,000 件の出

場をしていて、1 台あたり、24 時間に 7 回出場してい

る。また、119 番要請のうち、半分は軽症だった。一方

で救急隊がいっていれば救えたかもしれないが救えな

かった命が起こっていたかもしれない。 
 

予防係では、火災予防について講演をすることや、建

築物に対してどのような消防設備を設置するのかとい

う指導をしている。 

消防法では、20m の歩行距離に対して 1 本の消火器

の設置を定めている。 

一戸建てでは住宅用火災警報器がついている。1 個 1

個が煙を検知して警報が鳴る。マンションやホテルでは

自動火災報知設備を取り付ける義務がある。1 個が煙を

検知したら建物全体の感知器が火災を知らせるように

なっている。 

消火栓は、消防隊が使うものではなく、そこにいる人

が初期消火用に使う消防設備である。自分のところの消

火設備は、もう一度見て、使い方、維持管理の仕方を考

えてみて、必要な時は消防署に声をかけてもらえれば、

使い方を説明している。 
 

（マンションの消火設備について） 

マンションには、連結送水管がある。消防車からホー

スを使って高層階まで水を上まで送り、屋上の放水管

から放水できる。そこに消防隊がホースをもっていっ

て接続する。また、スプリンクラーが設置されていて、

火災時に放水される。 

スプリンクラーの水槽は地下にあり、停電時にもス

プリンクラーに水が送れるよう、非常用電源が組み込

まれている。 
  

６月20日  報告事項   
小泉 正博 会長 徳安 久是 幹事 

 
１．2019-20 年度 第 1 回会長･幹事会開催のご案内 

  日時：2019年 7月 3日(水) 18 時～   

場所：加賀料理 杉の家 やまぐち 

 ※2019-20 年度 徳安会長・宮崎幹事  

ご出席お願いいたします。 
  
２．地区からの来信 

 ①次年度 拡大・増強セミナー開催のご案内 

日時：令和元年７月８日（月）15：00～18：00 

場所：メモワールプラザソシア 21 

対象者：クラブ会長と会員増強委員長 
 
３．第 69 回中原区「社会を明るくする運動」推進委

員会の資料と協賛金の依頼状が届いております。 

  「社会を明るくする運動」中原区大会 

日時：7月 18日(木) 13：30～16：00   

場所：中原市民館ホール 
   
４．他クラブ例会臨時変更・他クラブ会報の回覧 

  本日はございません 

 

ご挨拶   島末 幸子様 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

長い間、素敵なピアノ演奏で例会を彩って下さり 

ありがとうございました。 

30 周年のコーラス指導も思い出の一コマです。 

   

今後の予定 
 

 
◇７月 ４日 (木) 昼例会 点鐘 12：30 

  新年度初例会 木槌の引継ぎ 
 

◇７月 18 日 (木) 早朝例会 点鐘 7：30 
ガバナー補佐をお迎えして 
「クラブ協議会」  
 

◇７月 25 日 (木) 研修会 18：00～ 
ジェクト㈱ 会議室「４つのテスト」 

 


