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2531 回例会（日野市消防団について）
本日の例会＠高幡不動尊例会場
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会：

小倉
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開・閉会点鐘：
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ソングリーダー： 松浦

・愛宕ロータリークラブが最優秀ガバナー

会長

信平

賞が授与されました。創業支援の関連の

会員

事業をされていたそうで、とてもすごいと

ロータリーソング『それでこそロータリー』斉唱

・植樹部門で一つ、ポリオ基金の関連でも
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賞状をいただいています。とても誇らしいことです！

東京日野ローターアクトクラブ
金子

裕史

思いました。

幹事

・ガバナー月信などが届いております。

様

ガバナー賞
例

会

進

授与！！

行

植樹部門、ポリ

１．会長挨拶：小島会長

オ基金部門で

先週のジャミー君の卓話を聞かずに出

ガバナー賞を

てしまいました。長崎県の対馬にいき、壱

授与しまし

岐ロータリークラブ（２つあるうちの一つ）

た！

に参加してまいりました。二つの壱岐ロー
タリークラブは同じホテルを例会場とし
て使っており、出席者が集まりやすい時間帯にも例会を立
ち上げるために二つクラブがあるそうです。とてもアット
ホームな例会、飾らない例会でできることを皆で楽しくや

各委員会等報告

１．ニコニコ
後述します。

っているそうです。私も長崎の友人の話を
したら「それは○○さんのことかな、ご近
所だったことがあります」等と皆さんとの
話も盛り上がり、とても楽しい例会でした。

本日のメインプログラム
「日野市消防団について」
卓話講師：小峯

敏夫 会員

また、バナーの交換もしてまいりましたの
で、ご覧ください【右図】。
また、先日の植樹例会でガバナー賞をいただきました。
雨の中、リーダーになっていただいた松浦会員のほか、参
加された皆様誠にありがとうございました。今後も様々な
賞が取れるよう、次年度の山口年度でもリーダーシップを
発揮されることを期待しています。

卓話講師：

小峯 敏夫

会員

・東京日野ロータリークラブ会員
・㈱セレモニー小峰代表取締役
・第８代日野市消防団長

土日が休めない等、団員の確保が課題です。そのため、若
皆様こんにちは。先月、４月２日の市長からの辞令をも

い方々への呼びかけで祭りや成人式で宣伝をしています。

らい、第８代の日野市消防団長になりました。５５年目に

そもそも、消防団の役割とは、消防署は限られた人員しか

して第８代ということですが、実は小宮会員のお父様が第

いないため、大規模災害には対応できないことから、地域

３代の消防団長だったそうで、縁がありました。

の大規模災害の際、身近な市民を安心・安全を確保するた

日野市消防団は昭和 24 年 10 月に消防団が発足、昭和

め消防団の役割はとても重要なものです。

38 年の市政の施行に伴い現在の名称である日野市消防団

実際に災害が起きた際に私達自身が救護活動を行うと

となりました。現在の構成は 8 個分団 23 部、総員 396

どうなるでしょうか。火災ではほこりや火の粉などで目を

名で組織しています。指揮車１台、資機材搬送車１台、ポ

やられる。救助のため、家屋に乗り込んでも運動靴で行く

ンプ車８台、小型動力ポンプ付積載車１５台、防災活動車

と釘をさしてしまうケースも多く、けがをしてしまう。装

１台の装備で活動しています。また、近年多様化する災害

備があったとしても、消火活動を行う場合は、現場では休

に団員が適切な対応を行えるよう、様々な訓練を実施し知

憩をとりながらでも、夏でも同じ装備をするため、かなり

識と技能の向上に努めています。特に平成 15 年より受講

体力が奪われてしまいます。しかし、現場では燃えている

を開始した上級救命講習は今や 9 割の団員が終了してい

さなか休んでいたら早く消すように急かされてしまう、等

ます。

の事情でなかなか休めません。消防団はこうした知識、経

次に活動についてです。多摩地区でも特色のある活動と
して、応急救護も込みの水防訓練を行っています（３年に

験を積んだうえで、災害が起こった時に適切な対応が取れ
るよう日々尽力しています。

１回）。これは応急救護審査会と言われ、文字通り、応急

今後起こりうる大規模災害には消防署と消防団が連携

救護技術の向上を目的とし、ＡＥＤの取り扱いや止血法の

しないと対応はできません。企業ごとの消防体制を組んで

習熟度合を競っています。その他制度上の最近の大きな消

いるところもあります

防団の活動としては「首都直下型地震等による東京の被害

が、それはあくまで自社

想定報告書」を受け、平成２５年度に地域防災計画の見直

の消防活動が中心です。

しを行い、新たな災害対策を構築しました。その他、新た

自分たちの地域は自分

な取り組みとして、平成 26 年には地域住民との連携を重

たちの力で守るという

視した活動を取り入れています。実災害を想定した住民参

のが、我々消防団です。

加による避難誘導訓練や土砂災害での救助訓練を市消防

消防団の益々の発展が

署、警察署とも連携して行いました。更に地域の連携を深

行われることを切に願います。

めるため市が主催する地域懇談会にも各地区の団員が参

日野市の消防団には日々、市内の安全を守っていただい

加し、自治会、ＰＴＡ、育成会、民生委員等の様々な方々

ています。これからも日野市民との繋がりを維持しながら

と共に地域の抱える問題について意見交換を行い、それを

頑張っていただければと思います！小峯会員、ありがとう

通して平常時でも顔の見える関係を築いております。

ございました。

近年の消防団の傾向としては団員がサラリーマン化し、

本日のスナップ

ニコニコ報告

親睦委員会より

小島会長

長崎県壱岐中央ロータリークラブにメーキャップと、バナーの交換をしてきました。

田中幹事

小峯委員長卓話を楽しみにしています。急にお願いして申し訳ありません。

西山会員

次週、石巻にて法要があり欠席します。読売新聞仙台支局の取材が入るので記事になったらお知らせします。

小峯会員

最近は出席が少なく申し訳ありません。今日は消防の話を少しさせていただきます。

黒川会員

昨日、杉田貫主の晋山式（住職就任式）が無事終わりました。

17-18 年度 ニコニコ 合計

日野ＲＣからお祝いを頂戴いたしました。御礼申し上げます。

本日のニコニコ：

紫陽花も見頃になってきました。

累計

10,000 円

697,968 円

ビジターフィー：

出席報告

累計

（6 月 13 日分）

0円

35,000 円

事前ＭＵ：望月会員、成田会員、横倉会員
先週のＭＵ：小田原会員
日

会員総数 (出席免除数)

出席総数 (免除者出席数)

ＭＵ（出席免除 MU 数）

欠席

本日報告（6/13）

35（3）

22（1）

（事前）3（0）

8

75.76 %

前回訂正（6/6）

35（3）

24（2）

1+1

8

76.47 %

前々回訂正（5/30）

35（3）

16（1）

9+0+0

8

75.76 %

2532 回例会（日本の政情）

ニコニコ報告
小島会長

6/20 のゲスト

出席率

親睦委員会より

17-18 年度この会場での最後の例会になりまし
た。皆さん有難うございました。

東京調布ロータリークラブ

小野

勝昭

様

東京日野ローターアクトクラブ直前会長

上野

要平

様

田中幹事

雨に咲くあじさいの美しさはひときわです。いよ
いよ 2017-18 年度もあと１回ガンバります。

山口会員

ナメント進出も視野にしばらく楽しめます。

※当日は残念ながら卓話講師として予定していた
小田原会員が国会延長により仕事が入り、出席

サッカーＷ杯コロンビアに勝ちました。決勝トー

※東京調布ＲＣ小野様よりビジターフィーをいただきました。

が叶わなかったため、ビデオメッセージで卓話

17-18 年度 ニコニコ 合計

講演していただきました。

本日のニコニコ：

立川市議選、日野市議選の地方の話から国会の話

累計

まで多岐にわたったお話をいただきました。

ビジターフィー：

累計

出席報告

6,000 円

703,968 円
2,000 円

37,000 円

（6 月 20 日分）

事前ＭＵ：黒川会員、宮野会員、松浦会員、西山会員、小田原会員、安島会員
先週のＭＵ：野村会員
先々週のＭＵ：小峯会員
日

会員総数 (出席免除数)

出席総数 (免除者出席数)

ＭＵ（出席免除 MU 数）

欠席

出席率

本日報告（6/20）

35（3）

21（3）

（事前）6（0）

8

77.14 %

前回訂正（6/13）

35（3）

22（1）

3+1

7

78.79 %

前々回訂正（6/6）

35（3）

24（2）

1+1+1

7

79.41 %

（発行人：会長：小島馨、幹事：田中くに子、公共イメージ会報委員長：西山尚之／制作：東京日野ＲＡＣ：金子）

