第 1227 回
【点

鐘】

例会記録

平成 30 年 3 月 9 日（金）

S.A.A 委員長 蓬田 忠

回 例会記録 平成 20 年 5 月 30 日(金) S.A.A 委員長 森 茂則
森 茂則 会長
4 麻生区少年野球連盟より『第４１回春季大会』のお知らせ

【例会場】

ホテルモリノ

【S.A.A.】

梅澤 馨 委員

開会式 ３/18（日）片平球場～閉会式 ３/25（日）虹ヶ丘球場
5 第３グループ事務局員連絡会の案内
5月23日(木)12：30～ フィオーレの森

【ソング】

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】

6 しんゆり芸術祭 実行委員会開催報告
しんゆり美術展 3/5～3/11 しんゆり芸術祭 4/21～5/13

森 茂則 会長

◆麻生消防署長 山本 努 様

【幹事報告】

森 啓伊 幹事

もとい

◆野村證券新百合ヶ丘支店 次期支店長 木村 基 様
「大阪から異動してきました。よろしくお願いします。
」

◆例会変更
○横浜あざみ RC

★4 月 4 日（水）休会

★4 月 25 日（水）移動例会
点鐘 12：00 アートフォーラムあざみ野
【出席委員会】

木村 基 様（左）を紹介する藤本会員

【会長報告】

杉山 遼 委員長

例会数

会員

出席

欠席

修正

出席率

1227 回

32

23

9

1226 回

32

26

6

1

84.4％

1225 回

32

16

16

0

100％

71.9％

森 茂則 会長

1 ガバナー事務所より
3月16日（金）のPETSに出席の会長エレクトは『クラブを成功
に導くリーダーシップ』を持参してください。
2 ロータリアン親睦テニス会の案内
４月１０日（火）9：30集合 湘南ローンテニスクラブ
3 3クラブ合同研修会のお知らせ

杉山遼 出席委員長

3月29日(木) 17：00～20：00 琴平神社会館にて

【ニコニコ委員会】

卓話者：高良明パストガバナー
対象者は入会３年未満の会員

藤本隆 ニコニコ委員

藤本 隆 委員

第 1227 回(件数)
研修卓話の後、懇親会

ニコニコ

21 件

第１２２８回例会 ３月１６日（金）会員卓話

百合ヶ丘カントリー倶楽部

第１２２９回例会 ３月２３日（金）ＰＥＴＳ報告

百合ヶ丘カントリー倶楽部

第１２３０回例会 ４月 ６日（金）理事役員会⑩

ホテルモリノ

［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
［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
［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

合 計
￥21,000

TEL：044-951-1322
TEL：044-951-1322
TEL：044-951-1322 0R 移動例会

◇森茂則会長 ◇森啓伊幹事 ◇大野勉会員
「山本署長 よろしくお願いします」
◇梅澤馨会員「はるひ野中学校卒業式に出席しました」
◇鈴木昭弘会員 ◇鈴木憲治会員
「山本署長 卓話ありがとうございます」
◇藤本隆会員「異動になりました。お世話になりました」
◇臼井勉 会員 ◇宇津木茂夫会員 ◇円城寺広明会員
◇親松明会員 ◇木村良三会員 ◇佐藤達弥会員
◇杉山遼会員 ◇鈴木眞一会員 ◇鈴木豊成会員

なっています。各区別の火災状況は、１位が川崎区の１００件、

◇長瀬敏之会員 ◇中山隆弘会員 ◇門間亜砂子会員

麻生区は最下位の３０件です。
火災種別では、建物家裁（２１０件）が最も多く、車両火災（２

◇山下俊也会員 ◇雪井洋子会員
以上、ご協力ありがとうございました。
【ロータリー財団委員会】

鈴木 眞一 委員長

第 1227 回(件数)
Ｒ.財団

2件

合 計
￥11,800

１件）と合わせると全体の約７０パーセントを占めています。 枯
草やゴミ等その他の火災は１００件となっています。
火災原因は、「放火（疑い含む）」によるものが８８件と最も多
く、全体の２６．５パーセントを占めています。次いで、「こんろ」
（６４件）、「たばこ」（５９件）、「電気」（３９件）の順となっていま

◇鈴木憲治会員「日台親善会議 in 高雄に出席しました」

す。「放火（疑い含む。）」は、昭和５１年から連続して火災原因

◇円城寺広明会員

のトップとなっています。

ご協力有難うございました。

【米山記念奨学委員会】

長瀬 敏之 委員

1227 回（件数）

合計

以上の高齢者が７人を占めています。また、火災による負傷者

3件

¥31,000

は５７人で、前年に比べて７人減少しました。負傷の理由は、

米山記念奨学

◇鈴木憲治会員「日台親善会議 in 高雄に出席しました」
ご協力有難うございました。
告】

森 茂則 会長

【ガバナー補佐選出について】 会長幹事会において次々年
度のガバナー補佐を当クラブから選出してほしいとのお願いを
されました。そこでパスト会長にアンケートをとり、検討したいと
思います。
【卓

話】

初期消火中に火傷をしたり、煙を吸う事案が多く見られます。
麻生区内の火災状況について、平成２９年中の麻生区の火

◇森啓伊会員 ◇円城寺広明会員

【報

火災による死者は１１人（放火自殺者５人を含む。）で、65 歳

麻生消防署長 山本 努 様

平成２９年中の火災概況について

災件数は３０件で、前年（２４件）に比べて６件増加しました。
火災 30 件のうち、建物火災（２０件）が最も多く全体の２／３
を占めています。
麻生区では、「放火（疑い含む。）」と「こんろ」が、それぞれ８
件で最も多く、全体の約半数を占めています。次いで、「電気」
（５件）、「たばこ」（４件）の順となっています。
【質 問】 救急車要請についてお聞きします。
年々救急車の要請件数は多くなっております。川崎市内で昨
年６万件弱発生しております。このうち入院を必要とされない
方が約６割、中にはタクシー代わりに使うケースなどもあります。
しかし、本当に必要
な場合は我慢をせず
に要請してください。

山本署長
左・山本努署長

（右はご紹介する森啓伊幹事）

有難うございました

平成は自然災害の多い時代でした。神奈川県も今後地震
が起こる確率が８１％とかなり高い状況です。
平成２９年中の市内の火災件数は３３１件で、前年（３７４件）
に比べて４３件減少し、過去１０年間で２番目に少ない件数と

【四つのテスト】
【点

鐘】

【会報委員会】

鈴木 昭弘 会員
森 茂則 会長
文責：中山 隆弘 委員

