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●司 会  岩井岩井岩井岩井    茂次茂次茂次茂次    副副副副 SAASAASAASAA 

●●●●点 鐘  渡辺渡辺渡辺渡辺    冨士夫冨士夫冨士夫冨士夫    会長会長会長会長    

●斉 唱  「奉仕の理想」 

本日本日本日本日のののの卓話者卓話者卓話者卓話者紹介紹介紹介紹介                                    渡辺渡辺渡辺渡辺    冨士夫冨士夫冨士夫冨士夫    会長会長会長会長    

危険物保安技術協会危険物保安技術協会危険物保安技術協会危険物保安技術協会    

事故防止調査研修事故防止調査研修事故防止調査研修事故防止調査研修センターセンターセンターセンター長長長長                        伊藤伊藤伊藤伊藤    英男様英男様英男様英男様    

本日本日本日本日ののののゲストゲストゲストゲスト紹介紹介紹介紹介                                    渡辺渡辺渡辺渡辺    冨士夫冨士夫冨士夫冨士夫    会長会長会長会長    

米山奨学生米山奨学生米山奨学生米山奨学生                                                                        喬喬喬喬    禹翔禹翔禹翔禹翔    君君君君    

来訪来訪来訪来訪ロータリアンロータリアンロータリアンロータリアンのののの紹介紹介紹介紹介                長倉長倉長倉長倉    連治連治連治連治    新睦委員長新睦委員長新睦委員長新睦委員長    

川崎川崎川崎川崎 RCRCRCRC                                                                

                                                                            島田島田島田島田    大輔大輔大輔大輔    様様様様    

                                                                            戸村戸村戸村戸村    正房正房正房正房    様様様様    

川崎中央川崎中央川崎中央川崎中央 RCRCRCRC    

                                                                            中村中村中村中村    紀美子紀美子紀美子紀美子    様様様様    

会長報告会長報告会長報告会長報告                                                    渡辺渡辺渡辺渡辺    冨士夫冨士夫冨士夫冨士夫    会長会長会長会長    

・11月 13・14日に草野球同好会のメンバーは福山まで遠

征し野球大会に参加しましたが、1 回戦で敗退致しまし

たことを報告致します。また、鞆の浦 RC,高松グリーン

RC,豊田 RC とバナー交換をしてまいりましたので回覧

致します。 

・11月 16日第 6回会長幹事会が行われました。各会長の

方々から報告があり、どのクラブも会員減少が 1つのテ

ーマになっていましたので当クラブもなお一層新規会

員の増強に力を入れていきたいと思います。 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告                                                        鈴木鈴木鈴木鈴木    昇二幹事昇二幹事昇二幹事昇二幹事    

・12 月 1 日の例会は第 5 回クラブ協議会及び年次総会を

おこないます。大事な協議会ですので、多くの会員の皆

様に参加をお願い致します。 

    

    

    

    

・米山奨学生年末パーティーの案内がきております。 

 当クラブからは奨学生の喬 禹翔君、米山委員長の増田

会員、横浜国大の担当教授荒木様が出席の予定です。 

出席報告出席報告出席報告出席報告                                                岩﨑岩﨑岩﨑岩﨑    寛出席委員長寛出席委員長寛出席委員長寛出席委員長    

メークアップメークアップメークアップメークアップ    

野沢隆幸野沢隆幸野沢隆幸野沢隆幸・・・・炭谷功博炭谷功博炭谷功博炭谷功博・・・・竹中裕彦竹中裕彦竹中裕彦竹中裕彦・・・・岩﨑寛岩﨑寛岩﨑寛岩﨑寛・・・・川又竜志郎川又竜志郎川又竜志郎川又竜志郎    

各会員各会員各会員各会員    

スマイルレポートスマイルレポートスマイルレポートスマイルレポート（（（（ニコニコボックスニコニコボックスニコニコボックスニコニコボックス））））竹田竹田竹田竹田    正和副会長正和副会長正和副会長正和副会長    

川崎川崎川崎川崎 RCRCRCRC    

戸村戸村戸村戸村    正房様正房様正房様正房様    

当クラブ来年 4 月創立 60 周年を迎えます。本日お世話に

なります。 

島田島田島田島田    大輔様大輔様大輔様大輔様    

お世話になります。 

川崎中央川崎中央川崎中央川崎中央 RCRCRCRC    

中村中村中村中村    紀美子様紀美子様紀美子様紀美子様    

三クラブ合同例会ではお世話様になりました。 

石川さんおひねりをありがとうございました。 

宮山宮山宮山宮山    光男会員光男会員光男会員光男会員    

先週の 19日、お忙しい中石川さん・増田さん・武者さん・

水口さんありがとうございました。 

細谷細谷細谷細谷    重徳会員重徳会員重徳会員重徳会員    

久しぶりです。これからは出席率の為に努力致します。 

野球部全国大会 1回戦敗退、県大会準優勝 

    会員数 対象者 出 席 欠 席 出席率 

1838 回 64 57 36 21 63.15% 

1837 回 64 57 29 28 50.87% 

前々回の修正メークアップ   5名 修正出席率          59.64% 

第第第第３８３８３８３８期期期期    

会会会会    長長長長    渡辺渡辺渡辺渡辺    冨士夫冨士夫冨士夫冨士夫    

副会長副会長副会長副会長    竹田竹田竹田竹田    正和正和正和正和    

                伊藤伊藤伊藤伊藤    佳子佳子佳子佳子    

幹幹幹幹    事事事事    鈴木鈴木鈴木鈴木    昇二昇二昇二昇二    

ＳＡＡＳＡＡＳＡＡＳＡＡ    須山須山須山須山    文夫文夫文夫文夫    
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Tel.044Tel.044Tel.044Tel.044----277277277277----7569  Fax.0447569  Fax.0447569  Fax.0447569  Fax.044----288288288288----8550855085508550    
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例会日例会日例会日例会日：：：：毎週水曜日毎週水曜日毎週水曜日毎週水曜日    ＰＭＰＭＰＭＰＭ１２１２１２１２：：：：３０３０３０３０～～～～    

例会場例会場例会場例会場：：：：大本山川崎大本山川崎大本山川崎大本山川崎大師平間寺信徒会館大師平間寺信徒会館大師平間寺信徒会館大師平間寺信徒会館    

事務局事務局事務局事務局：〒：〒：〒：〒210210210210----0812 0812 0812 0812 神奈川県川崎市川崎区東門前神奈川県川崎市川崎区東門前神奈川県川崎市川崎区東門前神奈川県川崎市川崎区東門前 1111----15151515----10101010    カーサカーサカーサカーサ石井石井石井石井 1F1F1F1F 

第１８３８回（本年度 第１９回） 例会 平成２２年１１月２４日  －晴－ 
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竹中竹中竹中竹中    裕彦会員裕彦会員裕彦会員裕彦会員    

・草野球グランプリ遠征シリーズが本日ナイターの千葉マ

リン球場で終了致します。ご支援ありがとうございまし

た。 

・布野さん新築おめでとう！ 

布野布野布野布野    真治会員真治会員真治会員真治会員    

・先日の全国大会、神奈川県大会に参加の皆様、大変お疲

れ様でした。本日は千葉マリンスタジアムで千葉の RC

と親睦をはかってまいります。今シーズンはこれで終わ

りますので体をいたわって下さいな！ 

清水清水清水清水    宏明会員宏明会員宏明会員宏明会員    

・宮前小学校の創立 90 周年記念式典、無事に終わりまし

た。PTA会長としてホッとしています。 

武者武者武者武者    惠吾会員惠吾会員惠吾会員惠吾会員    

・草野球同好会の皆さん、広島では色々とお世話になりま

した。先週はゴルフ、先々週は移動例会だったので例会

場は久しぶりです。 

水口水口水口水口    衛会員衛会員衛会員衛会員    

・草野球同好会の皆様、お疲れ様でした。 

・岩井さん先週はありがとうございました。 

小林小林小林小林    勇次会員勇次会員勇次会員勇次会員    

・先週は妻の誕生日にきれいなお花をありがとうございま

した。 

船木船木船木船木    幸雄様幸雄様幸雄様幸雄様    

・誕生日の花を送っていただきありがとうございます。 

 とても素敵な花でした。 

渡辺渡辺渡辺渡辺    冨士夫会長冨士夫会長冨士夫会長冨士夫会長    

本日の卓話は危険物保安技術協会センター長伊藤様、宜

しくお願い致します。楽しみにしています。 

鈴木鈴木鈴木鈴木    昇二幹事昇二幹事昇二幹事昇二幹事    

・伊藤英男様、今日の卓話宜しくお願い致します。 

・野球同好会の皆様、連戦ですけど頑張ってください。 

伊藤伊藤伊藤伊藤    佳子副会長佳子副会長佳子副会長佳子副会長    

先日は「七八会」の皆様ありがとう存じます。野沢様・

鈴木様・竹田様素晴らしいお仲間に感動しました。 

竹田竹田竹田竹田    正和副会長正和副会長正和副会長正和副会長    

・いい夫婦の日は鈴木（幹）さん・野沢さん・伊藤（佳）

さん大変お世話になりました。本当に楽しかったです。 

・伊藤様、卓話宜しくお願いします。 

・布川二三夫さん叙勲おめでとうございます。 

本日本日本日本日ののののニコニコニコニコニコニコニコニコののののテーマテーマテーマテーマ    

「「「「火災予防火災予防火災予防火災予防・・・・危機管理危機管理危機管理危機管理についてについてについてについて宜宜宜宜しくおしくおしくおしくお願願願願いいいい致致致致しますしますしますします」」」」    

牛山裕子・船山昭三・大藪善一・島岡榮基・坂東保則 

長島亨・中村眞治・谷澤幹男・増田昌美   各会員 

                   合計 \79,000 

委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告    

新世代育成委員会新世代育成委員会新世代育成委員会新世代育成委員会                                    牛山牛山牛山牛山    裕子委員長裕子委員長裕子委員長裕子委員長    

・12月 19日(日)、第 41回地区 RAC年次大会を川崎大師

RACがホストクラブとして開催されます。 

 提唱クラブとしてのご協力をお願い致します。 

 信徒会館大講堂にて大会を行ない 2階座敷にて懇親会の

予定です。多くのロータリアンの参加をお願い致します。 

・本日 20時より当クラブ事務局において RACの例会がご

ざいます。当日は地区代表訪問が行われますので提唱ク

ラブの方々の参加をお待ちしております。 

・本日 13時 45分（例会終了後）より地区 RAC年次大会

の件で意見交換を行ないたいと思いますので皆様の参

加をお願い致します。 

親睦活動委員会親睦活動委員会親睦活動委員会親睦活動委員会                                        長倉長倉長倉長倉    連治委員長連治委員長連治委員長連治委員長    

・12月 22日家族例会の申込をできるだけ早めにお願い致

します。会員の出欠は勿論、ご家族の出欠も宜しくお願

い致します。 

出席委員出席委員出席委員出席委員会会会会             岩﨑岩﨑岩﨑岩﨑    寛委員長寛委員長寛委員長寛委員長 

・10月 25日小田原 RC、11月 9日鎌倉 RC へ牛山会員、

横山会員とメークに行ってきました。バナーを交換して

きましたので回覧致します。 

・11月 30日日航ホテルにて川崎南 RCのデスクメークが

ございますので出席率UPの為にご協力お願い致します。 

・12月のデスクメーク資料を FAX致しますのでメークア

ップにご協力をお願い致します。 

卓話者卓話者卓話者卓話者のののの紹介紹介紹介紹介            武者武者武者武者    惠吾会員惠吾会員惠吾会員惠吾会員 

伊藤伊藤伊藤伊藤    英男英男英男英男    様様様様    

平成 15年 川崎消防署長 

平成 16年 川崎市消防局予防部長 

平成 20年 川崎市総務局管理室長 
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現在、虎ノ門にある危険物保安技術協会 事故防止調査研

修 センター長を務めていらっしゃいます。 

卓話卓話卓話卓話                 伊藤伊藤伊藤伊藤    英男様英男様英男様英男様 

「川崎市内の火災状況とアメリカの防火教育」 

◎ 火災の定義 

火災とは 

・人の意図に反して発生若しくは拡大し、 

または 

・放火により発生して 

 消火の必要がある燃焼現象であって 

・これを消火するために消火施設またはこれと同程度の効

果のあるものの利用を必要するもの 

をいう。 

◎ 火災の種類 

・全焼 

 建物の焼き損害額が火災前の建物お評価額の 70%以上

のものまたはこれ未満であっても残存部分に補修を加

えて再使用できないもの 

・半焼 

 建物の焼き損害額が火災前の建物お評価額の 20%以上

のもので全焼に該当しないもの 

・部分焼 

 建物の焼き損害額が火災前の建物お評価額の 10%以上

20%未満のもの 

・ぼや 

  ：建物の焼き損害額が火災前の建物お評価額の 10%未満

であり焼損床面積が 1平方メートル未満のもの 

：建物の焼き損害額が火災前の建物お評価額の 10%未満

であり焼損表面積が 1平方メートル未満のもの 

：収容物のみ焼損したもの 

◎ 火災の三要素 

Fuel（燃料・可燃物） 

Oxidize（空気・酸素等） 

Heat（熱源） 

◎ 火災の影響 

・ふく射熱による影響 

・対流（煙）による熱伝達の影響 

・煙・すす等による機器への影響 

・煙の流動等による火災区域以外への影響 

 （防火戸の開放などによる） 

◎ 消火の原理 

・燃料の除去 

・窒息（水、泡、不活性ガス、ハロン等） 

・冷却（水、二酸化炭素） 

・負の触媒効果（粉末消火薬剤、ハロン） 

◎ ビル火災の死者は煙 

CO濃度 1%の場合 

2~3分で失神、10~20分で死亡 

通常 COは出火７分くらいで発生 1~2分で 10%に 

◎ 上半期の特徴 

・火災件数 

 前年度に比べ 6件減少しましたが、このうち建物火

災が 16 件増加し、車両火災は前年の 21 件に対して、

14件減少しており、船舶火災が１件発生しております。 

連続放火と考えられる火災は、6か所で 15件発生して

います。 

コンロ火災は 32 件で前年より 7 件増加し原因は依然

「放置・忘れる」が 22 件で全体の 68.8%を占めてい

ます。 

野宿生活者に係る火災は 5件でいずれも多摩川河川敷

で発生しています。 

◎ まとめ 

１． 出火防止 

出火原因（放火・たばこ・電気・薬品等）に応じた    

対策 

２． 初期消火 

消火器等の設備の有効活用などによる初期段階に

消火できる体制（維持管理・訓練教育） 

３． 避難誘導 

出火階、直上階の者を早く避難させる。 

階段により避難する。 

４． 通報 

住所と建物名称を直ちに通報できるよう心がける。 

アメリカアメリカアメリカアメリカのののの防火教育防火教育防火教育防火教育    

◎ 特徴 

・子供が自分で考え、自分自身でサバイバルできるように
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教育する。 

・さまざまなツールを使い、子供にわかりやすく彼らの目

と耳に働きかける。 

・消防署と馴染むようにする。 

◎ 子供への代表的プログラム 

 ・Stop、Drop、And Roll（止まれ、倒れろ、転がれ） 

 ・Great,Escape(大脱走) 

 ・Learn Not To Burn(火傷しないように学ぼう) 

 ・Risk Watch(危機を監視しよう) 

・ストップ 

火が洋服に付いたまま走ると風が起こりかえって火の

勢いを大きくするから走らないように教えます。 

・ドロップ 

 地面に倒れることにより燃えているところを地面に押

し付けるようにします。接地面積を増やします。 

・ロール 

 地面に倒れたまま、左右に転がります。転がることによ

り窒息消火をさせます。 

・カバーユアフェイス 

 顔の前に上がる火を防ぐ役割があります。 

◎ グレートエスケープ 

・寝室のドアは必ず閉めて寝る。 

・煙感知器の音が聞こえたら、身を低くしてドアの前へ行

く。 

・ドアを触り（手の甲で）もしドアが熱ければそのドアは

使わず他の逃げ口へ 

・避難したら家族と待ち合わせ場所に向かう。 

・そこに留まり、けして家には戻らない。 

◎ リスクウオッチ 

・火災のみならず、地震や竜巻などの 6 種の火災や火傷、

窒息などの 8種類の不慮の事故防止を織り込む子供の命

の危機管理能力向上プログラムです。 

・豊富な情報と実質的な教育で保育園、幼稚園より中学 2

年までのカリキュラムのパッケージが作成されている。 

どうしてどうしてどうしてどうして子供子供子供子供へのへのへのへの教育教育教育教育がががが盛盛盛盛んなのでしょうかんなのでしょうかんなのでしょうかんなのでしょうか？？？？    

・子供への教育は、素直な心と柔らかい頭で浸透させるた

め最も効果的な未来への投資であると考える。 

・5歳の子供に教えて 5年たてば 10歳です。 

・10歳の子に教育し 8年たてば 18歳です。 

・18歳になれば大人と同じ自分にはおこりっこない。 

 不注意な人の結果だと言い訳が素直に学ぶのを妨げま

す。 

 

 

 

 

 

次回例会 

12月 8日（水） 通常例会 

卓話 

川崎大師 RC 

18代会長 島岡 榮基 会員 

「家族あってのロータリーです」 
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