
 

 

【点 鐘】                 碓井会長 

 

【例会場】               ホテルモリノ 

 

【ソング】                蓬田 SAA委員 

 国歌｢君が代｣ ロータリーソング「奉仕の理想」 

 

【ゲスト・ビジター紹介】          碓井会長 

 ビジター 川崎 RC   白井 勇様 

 ゲスト  川崎市麻生消防署 藤井様 

      米山記念奨学生 ミアンさん 
【米山記念奨学生ミアンさんへ最後の奨学金の贈呈】  

碓井会長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
【会員誕生日】          大野親睦家族委員長 

 花輪孝一会員(S29.3.6)  志村幸男幹事(S28.3.23) 

【会員夫人誕生日】 

〇志村節子さん（3月 1日）(志村幸男夫人) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

お知らせ            大野親睦家族委員長 

臼井勉会員(76)が 2月 17日の青梅 

マラソン 10km 70歳以上の部で 

7位(44分 40秒)に入賞しました。 

          おめでとうございます。 

 

 

【 第 9回 理事・役員会議報告 】  碓井会長 
1, 次年度各委員長承認の件 

  鈴木眞一会長エレクトより 2013～2014 役員・理事委員会

の案が提出される。可決 

2, 会長幹事ご苦労様会日程について 

  全員の出席が出来るよう早めに提案しました。場所：会津 

方面 日程：6月 16日㈰～17日㈪  可決 

3, 米山、ベトナムへの寄贈の件 

 米山 鈴木憲治委員長より報告あり。本年度はパソコン一 

台と書籍 15冊 計 108,597円とし、基金より捻出、不足は 

会員にお願いすることとなる。承認 

4, 3/15の 1,000回記念、会費の件 

 会員と会員家族男性は 5000 円、家族女性は 3000 円 承認

5, 職場訪問の会計報告 

 先週 2月 22日キスコフーズ㈱訪問の会計報告が、親松委 

員長よりありました。 可決 

6, ポスター（絵の作品）のお礼の件 

  ポスター絵の作品御礼予算一万円ですが、クレパス、画用

紙で 61,373円かかり、不足はニコニコより捻出  可決 

7,その他 

 米山の件でミアンさんに京都旅行を卒業祝いとすること 

で、二名分 64,080円を別会計クラブ費より支払  可決 

8,その他 

 蓬田増強委員長より、来週一名見学者があります。 報告 

 

【会長報告】                碓井会長 

１．ガバナー事務所より  クラブ会長エレクト研修セミ

ナー開催の案内 

  3月19日㈫ 13：00～19：30（登録12：30）   

メモワールプラザソシア21 

  登録料：１名 ￥12000   

 

 

 

 

 

 

 

第 998回 例会記録 平成 25年 3月 1日（金） S.A.A 委員長 山下 俊也 

回 例会記録 平成 20年 5月 30日(金) S.A.A委員長 森 茂則 

第 999回例会 3月 8日（金） 社会奉仕委員会 環境美化ポスター貼り           

第 1000回記念例会 3月 15日（金）夜会 ホテルモリノ 元巨人軍選手 元木大介様 卓話       

 

 

 

［例会日］第 1・2金曜日 12：30〜13：30［例会場］ホテルモリノ新百合丘 7F TEL：044-966-1300 

［例会日］第 3・4金曜日 12：30〜13：30［例会場］百合ヶ丘カントリー倶楽部 2F TEL：044-966-1300 

［例会日］第 5金曜日 12：30〜13：30［例会場］百合ヶ丘カントリー倶楽部 2F TEL：044-966-1300or移動例会 

 

 

家内と同じ月の誕

生日なので 3 月

15 日に合同食事

会をし、互いに❤

で祝福しますが、

子ども達からはし

っかり貰います。 

 
志村幸男幹事 

 

3月 22日送別会  3月 27日帰国です 

 

  



 

２．川崎マリーンRCより 

  創立20周年記念式典へ出席のお礼状が届いています。 

３．神奈川RCより  卓話の案内 

  3月4日㈪ 12：30～   

ホテルキャメロットジャパン ５Fジュビリー 

  慶応義塾大学文学部教授 西脇与作様  

「人間による人間に対する偏見」 

４．ガバナー事務所より 

  パンフレット「ロータリークラブを知っていまか？」

が10部送られてきました。 

５．麻生区観光写真コンクール表彰式の案内が届いていま 

す。 

 

【幹事報告】              志村幹事 

１. 川崎大師 RCより例会変更 

   3/20 ㈬➔休会 

   3/27㈬ 夜間移動例会 お花見例会 

       18：00点鐘  場所：恵の本 

２．川崎中 RCより例会変更 

   3/18㈫➔休会 

4/9㈫ 18：30点鐘  例会後、懇親会   

場所：西明寺 

３．会報が届いています。 

   新川崎とどろき RC 

 

【出席委員会】                梶委員長 

例会数 会員 出席 欠席 メーク 出席率 

第 998回 22 18 4 - 81.81％ 

第 997回 22 18 4 3 95.45% 

第 996回 22 22 0 - 100% 

 出欠の連絡は早めにしてください。 

【ニコニコ委員会】             蓬田委員 

  第 998回（件数）      合    計 

ニコニコ    16件 ￥17,000 

 

お客様 

  川崎 RC 白井 勇様 お世話になります。 

当クラブ 

◇碓井会長【先日の職場訪問お疲れさまでした。今日は

藤井副署長卓話よろしくお願いします。】 

◇志村幹事【〃】 

◇臼井会員【青梅マラソン大会に参加してきました。】 

◇梶会員【藤井副署長お世話様です】 

◇木村会員【春が来ました!】 

◇佐藤会員【おみやげありがとうございます親松さん】 

◇鈴木昭弘会員【花粉症の季節になりました・・・】 

◇鈴木憲治会員【副署長ようこそ!】 

◇山下会員【職場訪問お疲れさまでした。】 

◇雪井会員【今日午後から札幌へいきます】 

◇梅澤会員◇親松会員◇佐々木会員 

◇鈴木眞一会員 

◇蓬田会員 

    以上、ご協力ありがとうございます。 

【ロータリー財団】           鈴木豊茂委員長 

  第 998回（件数）     合    計 

R ・財団    3件    ￥27,600- 

◇親松会員 ｢先日の職場訪問協力ありがとうござい 

ました。｣ 

◇鈴木憲治会員｢昨日新年度・チームの研修会がスター 

トしました｣ 

◇梅澤会員 

 

【米山記念奨学】            鈴木憲治委員長 

  第 998回（件数）     合    計 

米山奨学    4件    ￥50,000- 

◇鈴木憲治会員｢ミアンさんが当月で奨学期間が終了 

します 長い間の皆様のサポートに深く感謝いた 

します｣ 

◇親松会員 ｢財団と同じ｣ 

◇梅澤会員 ◇佐々木会員 

 
【クラブ奉仕委員会】      鈴木眞一会長エレクト 
  次年度の各委員会の委員長が決まりましたので、一覧表 
を配布致します。 

 新会員の方々には委員長をして、ロータリーに馴染んで 
ロータリーライフを楽しんでいただきたい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【社会奉仕委員会】       佐藤社会奉仕委員長 
3月 15日は 1,000回記念例会なので 3月 8日に変更し 
ます。 

 例会終了後に絵を取付します。百合丘カントリー倶楽部 
に集合 

 ジャンパーを着用してください。 
 絵 130点を看板にはりつけします。 
 経費の不足分\70,000-はニコニコから補充します。 

【招聘卓話】 川崎市麻生消防署副署長  藤井 薫 様 

 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 麻生消防署管内の火災件数について 

平成２４年の火災件数は２０件で、麻生消防署が開庁し

た昭和６０年以来２番目に少ない件数である。麻生区の

平均件数は、過去５年で３９件で１９件少なくなってい

る。 

2. 平成２５年３月１日現在の火災件数 

今年は、１月１日から３日まで岡上地区で３件の放火火

災が発生し、現在は８件である。 

昨年の同日より５件多く発生いるが、大きく燃えた火

災は、下麻生で発生した建物２棟が燃える火災のみで、

人的被害はなかった。 

3. 出火原因について 

１位 放火 ～ 道路脇の枯草や畑の枯草の放火が多 

くなっている。 

２位 煙草 ～ ベランダで喫煙して（ホタル族）吸い 

殻をジュース缶またはレジ袋に入れ 

溜め込んだため出火した例がある。 

３位 こんろ～ てんぷらを揚げるために、油温が上が 

るまでその場を離れ出火した例が多 

い。その場を離れた理由（来客と玄関 

で会話。電話が来た。隣室で子供の世 

話。テレビ見た。アイロンをかけた。 

買い物に出た。） 

4. 出火原因の調査要領について 

（１） 建物が燃えると消防車１０台、消防団車両２台、警

察官も出場する。 

火災が鎮火するまでは、消防署の権限が強いが、鎮

火後の現場保存は警察と協力して行う。鎮火後は、

消防と警察が協同で実況見分を実施する。 

（２） ２月８日に発生した、長崎市のグループホームの火

災では、４名の方が亡くなられた。 

重大な火災なると、総務省消防庁は出火原因調査の 

ため、調査員を現場に送る。 

（３） 総務省消防庁は、レントゲンなど高度な調査資器材

を有しており、電気機器が燃え、樹脂部分が固まっ

て内部が見えない場合でも、レントゲンを使うと内

部の配線等を見ることができる。 

5. 住宅用火災警報器設置のお願い 資料：（すべての住宅

に「住宅用火災警報器を！！」） 

住宅火災から死者を無くすため、住宅用火災警報器を 

設置していただきたい。 

奏功事例 

・ ２階の家人が、１階台所から出火した火災を警報器

により早期に発見し消火した。 

・ アパートの隣人が警報器の音を聞きつけ、早期に発

見しボヤで消火した。 

・  家人が警報器の音で火災に気づき、早期に避難がで 

きた。 

などの事例がある。 

是非、自分の命を守るため、また、家族の命を火災か

ら守るためにも住宅用火災警報器の設置をお願いする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お礼のことば              碓井会長 
 副署長様、有難うございました。今日の話を伺い、参考
にして、防火に努めてまいります。本日はありがとうご
ざいました。 

 
【四つのテスト】                臼井会員 
【点鐘】                  碓井会長 
【会報委員会】           文責 長瀬敏之 

 

 

志村幸男幹事の作品  

  100号のコスモスの丘 を展示しています 

 

 
 


