
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                               
 
 
◎司会        ＳＡＡ・親睦委員会 岩本 光雄 

                             

 

◎点鐘              会長 宮村  宏 

                                            

◎ロータリーソング 「ＲＯＴＡＲＹ」 

            ソングリーダー 吉沢 洋景 

 

◎お客様紹介           会長 宮村  宏 

  

 東京消防庁多摩消防署     署長 岩澤 昭一様 

 国際親善奨学生           張
ちゃん

 恵隣
へりん

さん 

 

◎会務報告            会長 宮村  宏 

第12回定例理事会報告 

第１号議案  

創立20周年事業決算書の承認を得ました。 

第2号議案  

地区より、全クラブ宛にポリオ・プラスチャリティゴル 

フの共催クラブとしての協力要請がありましたが、主催 

クラブが不明のため、それが決まるまで結論を保留し 

ました。 

第3号議案  

国際ロータリーは2011年7月1日～2014年6月30日 

の4つの新しい試験的プログラムの実施に伴い参加ク 

ラブの募集について検討の要請がありました。その内 

容は以下のとおりです。 

①衛星クラブ試験的プログラム ②法人会員試験的 

ログラム ③準会員試験的プログラム ④革新性と柔

軟性のあるロータリークラブ試験的プログラム 

 

 

これらの案件について今後の研究課題としますのでご 

意見・ご要望等をお願いします。 

第4号議案  

２０１０年規定審議会によるクラブ定款改定に伴い、 

クラブ細則改定が必要です。内容に詳しいため、宮本会 

員に委員長就任の依頼をしました。 

その他  

①クラブ広報に関するアンケートについて2750地区 

広報委員会委員長名で質問が寄せられたため、広報委員

会を中心に回答することを承認しました。 

②地区大会の「友愛の広場」出展について23日夕方 

から会長・幹事で出展準備をします。 

③米山記念奨学生受け入れ要請があり受け入れを承  

認しました。 

④岩本会員より経営する工場の移転期間中の出席免除申

請があり、承認しました。 

 

◎幹事報告            幹事  菊池  敏 

①2月23日の夜例会は翌24日の地区大会に振り替えです。 

②杉田会員が入院されましたのでお見舞いに行ってきま

した。入院はあと少しだと思われますが元気そうな様子

でした。 

③「第2回多摩市街美化キャンペーン参加について」、「ロ

ータリー手帳販売案内について」、「吉田テニス研修セン

ターより届いた 20周年記念誌」の 3点を回覧しますの

でご覧ください。 

④20周年記念関連記事がロータリーの友に掲載されます。 
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国際ロータリー第２７５０地区   

東京多摩グリーンロータリー・クラブ 
        ２０10～２０１1年度 

 

地域の力となり、その輪を広げよう                

 



 

◎次年度会長報告       会長ｴﾚｸﾄ 小泉  博 

①第1回、第2回被選理事会を開催しました。本日配布の

会報をご参照ください。 

②2月 4日に開催した多摩東グループ第1回多摩東グルー

プ協議会に私を含め3名で参加してきました。主な内容

は地区方針、重点目標等でした。またガバナー公式訪問

が11月2日から11月1日に変更されました。 

③それに先立つクラブ協議会を 10月 5日に実施するよう

要請がありました。 

④IMは11月30日にパルテノン多摩にて開催します。 

⑤本日例会後、第3回被選理事会を開催します。 
 

 

【 委員会報告 】 

◎出席報告      出席奨励委員長 宮本  誠  

 

会員総数              ３７名 
  出席義務者数            ３０名 
  出席者数     出席義務者    ２０名 
           出席義務免除者   ７名                                                      

           事前ＭＵ      ０名  
           計        ２７名 
出席率     27  37   =７３．００ ％ 

 
第953回例会（1/31 IM）訂正出席率 ５１．４３％  

 

◎ニコニコＢＯＸ ＳＡＡ・親睦委員会 大石 哲司 

 

 宮村  宏 岩澤昭一署長 卓話よろしくお願いし 

       ます。萩生田さんお久しぶりです。 

 菊池  敏 多摩中央消防署 署長様、卓話楽しみ 

       にしております。チャン・ヘリンさん 

       あと２回ですね！ 

 足立潤三郎 岩澤署長 卓話よろしくお願い致しま 

       す。 

 遠藤 二郎 岩澤署長様 ようこそ。平素お世話に 

       なります。 

 萩生田政由 多摩消防署長 岩澤昭一様 本日の卓話 

       楽しみしています。宜しくお願いします。 

 萩生田茂夫 先日婦人会の会合お世話になりました。 

   猪股 末男 こんにちは岩澤署長 宜しくお願い致し 

                ます。 

 岩本 光雄 岩澤様 卓話期待しています。 

 伊澤ケイ子 消防署長様 卓話有難うございます。 

 小泉  博 岩澤署長 お忙しいところ宜しくお願 

       いします。 

 宮本  誠 寒いけれど、うぐいすの笹鳴きは始まって 

       います。 

 村上  久 岩澤昭一消防署長様 卓話よろしく 

       お願い申し上げます。 

 中谷 綋子 寒いですね風邪をひきませんように。 

 齋藤 誠壽 岩澤署長殿 防火防災救急のご指導 

       宜しくお願い致します。 

 澄川  昇 署長さん 卓話よろしくお願い致します。 

 津守 弘範 多摩消防署長岩澤さん 卓話よろしく。 

   
 
 
 本日の合計￥２９，０００（累計￥６５６，１０３） 

※岩澤消防署長様より卓話の謝礼をニコニコにして頂

きました。 
 

◎その他委員会 

 ☆クラブ創立２０周年記念事業      

実行副委員長 遠藤 二郎 

20 周年記念事業の決算報告を配布しましたのでご覧く

ださい。主なポイントとしては収支バランスが健全であ

ること、周年事業費として会員から新たな特別徴収をせ

ずニコニコ拠出金の運用準備金で補えたこと等です。 

また本日をもって本委員会は解散いたします。 

＜萩生田茂夫実行委員長挨拶＞ 

20周年記念のとき体調

を崩しておりご迷惑を

おかけしました。20周

年当日は皆様のご尽力

により立派な式典にな

りました。厚く御礼申

し上げます。これにて

20周年事業は終了いたします。本当にありがとうござい

ました。 

 

 ☆平成２２年度第２回多摩市街美化キャンペーン 

多摩市街美化推進協議会委員  遠藤 二郎 

平成 22年度第 2回多摩市街美化キャンペーンへの参加を

お願いします。 

①多摩センター駅周辺 2月22日 17時～18時 

②聖蹟桜ヶ丘駅周辺 2月23日 17時～18時 

 

 



◎卓話者紹介     プログラム委員会 齋藤 誠壽 

本日は消防署長のお話をいただきます。前職は防災統計等

をされており、署長には昨年 10 月に就任されました。本

日は経験や実績を含め多摩市の安全のためのお話をいた

だけるかと思います。 

 

◎卓話 「最近の火災傾向を踏まえた火災予防」        

       東京消防庁多摩消防署長 岩澤昭一 様 

私は昨年 10 月に着任しました。本日は主に火災原因の話

を中心にいたします。 

まず火災の状況を知

って頂きます。昼間1

階から出火した蕎麦

屋、共同住宅、火災で

窓ガラスが割れて火

が隣に移る深夜の火災の様子など、映像を通じてお話しま

す。共同住宅火災では、加熱性ガスが充満し所謂フラッシ

ュオーバーを起こします。このフラッシュオーバー直前の

黄色い煙の時が要注意です。消防隊も殉職というケースも

ある恐ろしいタイミングですので気をつけてください。 

また、火が天井までいったときは避難優先を心がけること

が重要です。 

管内の火災状況です。平成22年度は火災発生が54件と

前年に比べ12件減でした。そのうち建物火災33件で割合

が高く、公団の掲示板等に放火されるなどが原因です。 

東京消防庁管内の出火原因を見ると放火、たばこ、ガス

テーブル、火遊び、電気ストーブ、大型ガスコンロ、ライ

ター、電気コード、ろうそく、電気コンロの順でした。 

この傾向は過去5年似たような状況です。昨年目立ったの

はライターでした。車の中に落ちているなど皆さんも心当

たりはないでしょうか？ 

またたばこ火災は平成 22年に 770件ありましたが、そ

のうち70％が不適当な所に捨てるということが原因で、火

の落下が次に多い原因です。たばこ火災の事例として、畳

とその下の床板まで燃えてしまう例があり、ここまで燃え

るには3時間程かかるので

すが、そのくらい気がつか

ないことがあるというこ

とを認識しておいてくだ

さい。また綿に着火した火

が中にこもり、布団が燃え

尽きている状況なども多く見られ、たばこは小さな火のよ

うに感じますが中心部600度と大変危険です。またゴミだ

らけの部屋の火災、ガラス製灰皿が割れて出火、分煙によ

るベランダでの火災等、たばこ火災はその原因も多くあり

ます。防火ポイントとして室内整理整頓、ガラス製灰皿が

割れやすいなどの事例を知り注意してください。2009 年

の住宅火災による死者は全国で 1023人、そのうちたばこ

火災が193人とトップでした。そこで昨年、消防署長会か

ら消防庁長官に低燃焼性たばこ（米国2004年、カナダ2005

年義務化など各国が取り組んでいる）と防炎シーツの普及

促進を要望し、昨年12月に協議会を立ち上げました。 

火遊びによる年令別火災状況をみると小さなお子さん

にライターを持たせないことが防止策と言えます。昨年の

9 月に使い捨てライターの安全基準・規格が変わりスイッ

チを硬く、また2段階で着火という具合に子供対策が講じ

られています。各国でもすでに導入または今後導入という

状況です。 

この他、スプレー缶などのフロンガスの使用禁止に伴い

プロパンガス等の可燃性ガス使用のものが増えており、そ

の残留ガスの爆発による火災の増加、清掃車火災、エアー

ゾル洗剤で清掃したシュレッダーのスイッチを入れたと

きの着火、灰皿の吸い残りを不注意にゴミ箱に捨てる、車

両のボディカバーへの放火、新築現場火災、電気コードの

踏みつけ、夏場に多いコンデンサー出火、など火災は様々

です。ぜひご注意ください。 

本日は事例を見ながら火災発生原因とその防止方法を

お話しました。今後ともご協力お願いします。 

◎お礼と点鐘          会長 宮村  宏  

  （今週の担当：片山 哲也 ） 

 


