
第１１４１回例会  ３月１８日（金）会員ショート卓話     百合ヶ丘カントリー倶楽部 

第１１４２回例会  ３月２５日（金）会員ショート卓話     百合ヶ丘カントリー倶楽部 

第１１４３回例会  4月 １日（金）理事役員会        ホテルモリノ 

第 1142回例会 ３月２５日（金）会員ショート卓話        百合ヶ丘カントリー倶楽部 

 

 

 

【点 鐘】              鈴木 豊成 会長 

【例会場】               ホテルモリノ 

●５年前の３月１１日東日本大震災を祈祷し 全員黙祷 

【ソング】             碓井 美枝子 SAA委員 

ロータリーソング『それでこそロータリー』 

【ゲスト・ビジター紹介】           鈴木 豊成 会長 

◆川崎RC 白井 勇 様 

◆麻生消防署 署長 松澤 孝行 様 

◆ご見学者 藤本 隆 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【会長報告】             鈴木 豊成 会長 

1. ガバナー事務所より 

①Ｒ財団奨学生 面接選考会のお知らせ……当クラブから 

２名推薦しました。 

3 月 12 日（土）面接選考会  合格者は 3 月 13 日（日）   

オリエンテーション…会長出席 

②次期米山奨学生カウンセラーのオリエンテーションの案内 

4 月 16 日（土）15：00～  上大岡ウィリング横浜 オフィス

タワー12Ｆ 

２．米山記念奨学会より ソウル国際大会に参加される方へホ

テルと航空券の案内が届く。 

３． 麻生区青少年野球連盟より  第 39 回春季大会 開会式

のお知らせ 

開会式 ３月２０日（日） 片平丘球場 

４． 麻生観光協会より 麻生川桜まつり開催の案内 

   4月 2日（土）12：30～ 会場：ＪＡセレサ川崎パーシモン 

【幹事報告】             鈴木 昭弘 幹事 

◆例会変更 

○川崎高津ＲＣ  

・3月 24日（木）移動例会 屋形舟でお花見会   

・3月 31日（木）休会 

・4月 7日（木）⇒3日（日） 地区研修協議会に参加 

・4月 14日（木）⇒15日（金） クラブ合同セミナーに参加 

○横浜あざみＲＣ  

・3月 30日（水）⇒4月３日（日）地区研修協議会前に例会 

 

 

 

 

 

 

 

第 1140回 例会記録 平成 28 年 3月 11日（金） S.A.A 委員長 森 啓伊 

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

［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：044-966-1300 0R 移動例会 

 

 勤務地移動のため退会する君塚会員の挨拶 

 

 
君塚会員の後任として 入会予定の藤本 隆様 

 



○神奈川ＲＣ 

・３月２１日（月）、５月２日（月）休会  

・４月１１日（月） 夜間例会 点鐘 18：30  

・６月１３日（月） 夜間例会 点鐘 18：30  

「創立 56周年記念例会」 

◆事務局移転のお知らせ 

○川崎マリーンＲＣ  4月１日（金）より  

※電話ＦＡＸ番号、メールアドレスは変更なし。 

新住所 川崎市川崎区大島 1-26-13 石田ビル１階 

 

【出席委員会】           親松 明 委員長 

例会数 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1240回 25 22 3  88％ 

1239回 25 19 6 6 100％ 

1238回 25 18 7 7 100％ 
 
 

【ニコニコ委員会】     青戸 慶太 社会奉仕委員長 

 第 1240回(件数) 合 計 

ニ コ ニ コ    22件 ￥22,000 

●お客様 

  ◇白井 勇様（川崎RC）【いつもお世話になります。宜しく

お願いします】 

●当クラブ 

◇鈴木豊成会長  【麻生消防署長 本日宜しくお願いします】

◇鈴木昭弘幹事  【同上】 

◇大野 勉会員  【あれから５年 ふくしまの現在は？】 

◇君塚 毅会員  【お世話になりました】 

◇志村幸男会員  【アルテリッカ「21ビル」に出展してます。           

よろしく】   

◇鈴木憲治会員  【松澤署長 よろしくお願いします】 

◇長瀬敏之会員  【松澤署長のお話 楽しみにしています】 

◇山下俊也会員  【足首のねんざが治りません】 

◇青戸慶太会員 ◇臼井勉会員 ◇碓井美枝子会員 

◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤 馨会員 ◇親松 明会員  

◇梶 俊夫会員 ◇川崎 航会員 ◇佐々木範行会員  

◇鈴木眞一会員 ◇森 茂則会員 ◇森啓伊会員  

◇雪井洋子会員       

以上、ご協力ありがとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

【招聘卓話】      麻生消防署長 松澤 孝行 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《プロフィール》 

麻生消防署長 松 澤
まつざわ

 孝 行
たかゆき

 ６０歳  

（平成２８年３月３１日退職予定） 

【経 歴】 

昭和５４年～ 川崎消防局に拝命  

       特別救助隊員（レスキュー隊） 

昭和６３年  特別救助隊長 

（３７歳でオレンジの服を脱ぐ） 

平成 ５年～ 警防部指令センター 

平成 ８年～ 宮前区向丘出張所長（係長） 

平成１３年～ 消防局警防部警防課  

計画係、特殊災害担当（テロ対策、原子力対策） 

平成１６年～ 総務局危機管理室（応急、啓発、地域防災力 

強化） 

平成２０年～ 川崎消防署課長、 

臨港消防署警防統括担当課長 

平成２２年～ 麻生消防署副署長 

平成２３年～ 警防部指令課長  

平成２５年～ 警防担当部長 

平成２６年～ 麻生消防署長 

【趣 味】 

家庭菜園、登山、陶芸、マラソン（東京マラソン出場） 

【家 族】妻、次女の３人家族  孫が３人います 

【モットー】 仕事は楽しく、責任を持って最後まで成し遂げる。 

現場では迅速な状況把握と臨機応変な対応を的確に行なう。 

 

※次ページに卓話資料を掲載 

 

 

 

 

 

【四つのテスト】             君塚 毅 会員 

【点  鐘】             鈴木 豊成 会長 

【会報委員会】               文責：森 茂則 

 

 

有難うございました 



※松澤署長の卓話資料 

☆ 大地震の脅威 

  ＊ 1995.01.17 （平成 7年） 5:46兵庫県南部地震（阪神淡路大震災）M7.3 

    死者 6434人  阪神地区は地震より台風対策、緊急消防援助隊創設（4694隊） 

＊ 2011.03.11 （平成 23年）14:46東北地方太平洋沖地震（東日本大震災） M9.0 

死者 19,335人、行方不明 2,600人、負傷者 6,219人（平成 27年 9月 1日現在） 

原発事故、津波、人的被害 消防職員 27人、消防団員 254人 

 

☆ 他の自然災害 

＊ 2014.08.20 （平成 26年）  広島土砂災害 

死者 74人、負傷者 74人  1時間雨量 101 ミリ、3時間雨量 217 ミリ 

＊ 2014.09.27  11:52御嶽山(3067m)の噴火災害 死者 58人、行方不明 5名 

＊ 2015.09.13  「平成 27年 9月関東、東北豪雨」  

線状降水帯 鬼怒川・渋井川堤防氾濫  死者 8人、 

参考）多摩川狛江堤防決壊 S４９年９月  民家１９棟 

 

☆ 阪神・淡路大震災時にあった助け合い 

  ＊ 西宮市津門仁辺町の三協アルミニウム工業（株）独身寮の屋内消火栓からホース延長、消火した。 

＊ バケツリレーで自分たちの町を守りきった地域もあった（長田区戸崎通り２丁目など） 

＊ 阪神淡路大震災 誰に救出されましたか？①自力、②家族、③友人・隣人、④通行人、⑤救助隊 

   

☆ “防災の常識”を勘違いしていませんか？ 

・「防災用品」って“特別なもの”と勘違いしていませんか？ 

 ・ラップフィルム、ウエットティッシュ、カセットコンロ、帽子･･･これ何のリスト？ 

・あなたが被災者にならないよう何をしていますか？ 

・被災者がみんな「避難所」に行ったわけではありません！ 

・シェイクアウトを知っていますか？ 

 

☆ その他 

 ・住宅用火災警報器の設置（８１％） １０年経過＝作動確認 

 ・石油、電気ストーブどちらの事故が多いか？  

 ・ＡＥＤ誰でも使用可能になって１０年 駅や企業、官公庁 

 全国で４０万台を超えたが、心肺停止状態で救急搬送された人に対する使用率は３．７％ 

・大震災の火事の６割が電気 感震ブレーカー設置（通電火災） 

・救急出場件数 ６５，８２５件 一日平均１８０件 約８分に一件。１１９番通報 平均２３２件 

   

原発事故、津波、人的被害 消防職員 27人、消防団員 254人 

川崎麻生ロータリークラブ                        平成２８年３月１１日 

過去の災害から学ぶ 

災害を他人事と思っていませんか 
麻生消防署長 松澤 孝行 


