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国際ロータリー会長 ジョン・ジャーム

「人類に奉仕するロータリー」

第2570
2570地区
地区 ガバナー 前嶋 修身

「知恵と元気を」

会長方針

「聞いて学び 奉仕のこころを分かち合おう」

会長 龍山 利道

副会長 吉原 良一

幹事 陣野壮太郎

第１９８１回例会 ８月第３週 ８月１８日（木）

通常例会 『 会員卓話 』 小泉 哲也会員

司

会 親睦活動委員

石原 勇介

経験になると思います。

点

鐘 会

龍山 利道

また、アトランタ国際大会での分科会提案が募集

長

ソ ン グ 「手に手つないで」

されています。
「ロータリーを世界に広く知ってもらいたいプロ

会長の時間 会長 龍山 利道

ジェクトやアイデアをお持ちの場合は、アトラン
タ国際大会で分科会を主催してみてはいかがで
しょうか」と呼びかけられています。
さて、８月は「会員増強・新クラブ結成推進月
間」です。会員のみなさまのお知り合いをゲスト
として例会へ招待したり、親睦ゴルフにお誘いし
てはいかがかと思います。
どうぞ、みなさま大いにお声かけください。

みなさんこんにちは。お盆休みも終わり、本
本日、会員卓話は小泉哲也会員です。どうぞ、
日、例会を開催させていただきます。
よろしくお願いします。
さて、今年度のロータリー国際大会は２０１７年６
月１０日より１４日までアトランタで開催されるこ

幹事報告 幹事 陣野壮太郎
とになりました。
１９１７年、当時のアーチ・クランフ会長が「世
界でよいことをする」ための基金を提案したの
が、アトランタでのロータリー大会でした。
そのことからロータリー財団が誕生しました。
１００年の時を経てアトランタで、再びロータ
リー国際大会が開かれます。大変遠方ではありま
すが、参加させていただくことができれば、良い

出席報告
１、国際ロータリー第２７２０地区ガバナー前田
眞実様より「熊本・大分地震」義援金のお礼
拝受。義援金の使途については、復興活動終

出席向上委員会

委員長

神谷

稔

了後報告との事です。
１、地区事務所より３件受信
１）前嶋修身ガバナーより、諸事連絡
・今年４月の規定審議会決定事項について、
地区戦略計画委員会を中心に、当地区の見
解を取りまとめる
・新しいホームページ開設の件
９月１５日（木）ガバナー補佐訪問並びに１０
・ガバナー月信にクラブ行事等の投稿依頼
月６日（木）のガバナー公式訪問には多数ご出席
写真２枚と200～400字程度、月信事務局
くださいますようお願い申し上げます。
に送信
会員数３０名 （免除者７名） 出席１６名 欠席 7名
・地区大会並びにＲ財団１００周年記念チャ
出席率 ６９．５７％

８/４ 修正出席率 ８２．６０％

リティーゴルフ大会参加依頼
地区大会：１１月５～６日（土・日）

スマイル報告

熊谷にて開催（地区大会の栞参照）
Ｒ財団１００周年記念チャリティーゴルフ
大会：９月２９日（木）熊谷ＧＣ

親睦活動委員会

委員 鈴木

明子

２）ハイライトよねやま１９７号
３）地区大会リーフレット
１、ロータリー財団１００周年記念チャリティー
ゴルフ大会開催の案内（送信済み）
日 時：９月２９日（木）
場 所：熊谷ゴルフクラブ
登録料：５，０００円/名
＊参加希望者は親睦活動委員会又は事務
龍山

利道会員

小泉哲也会員、本日、卓話宜し

局にご連絡下さい。
くお願いします。
１、直前会長幹事慰労会収支報告書回覧
陣野壮太郎会員

小泉会員、オリンピックも盛り

１、他クラブ週報（志木・富士見・朝霞・西那須
上がっております。卓話楽しみにしております。
野）各ロータリークラブより拝受
小泉

哲也会員

本日、宜しくお願い申し上げま

勇介会員

小泉会員、卓話宜しくお願いし

億文会員

小泉会員、卓話宜しくお願いし

す。
石原

委員会報告
ます。
神谷

親睦活動委員会

委員長

石原

勇介
ます。

「暑気払い家族例会」のお誘い
現在５６名のご参加です。ご家族をお誘いの上
ご出席下さいますようお願い申し上げます。

神谷

稔 会員・細沼 哲夫会員・岡野 元昭会員

吉原 良一会員・増渕 和夫会員・萩原

勇 会員

森田 輝雄会員・本木 英朗会員・松岡 昌宏会員

日時 ８月２７日（土） 点鐘 １８：００

鈴木 明子会員

場所 ベルセゾン６Ｆ「芙蓉」

『小泉哲也会員、本日の卓話楽しみにしておりま

★親睦活動委員会は１７時集合

す』

会員卓話
第一分団は畑中地区、第二分団は道場地区、第三
分団は野寺地区、第四分団は西堀地区、第五分団

消防団活動について

小泉

哲也

は菅沢地区、第六分団は中野地区、第七分団は東
北地区、第八分団は野火止地区と各地域に車庫を
構え、それぞれの地域の火災などの出動をし、啓
発や広報を担当する本部分団と女性分団は市内全
域を活動範囲といたします。
分団の定員は２４名ですが、今現在その数を満た
している分団は１個分団となり、今年度は、年度
当初の入団者は久々にいないという状況もあり、

皆さん、こんにちは。

昨年度途中入団の方が多かったことを差し引いて

今回、この貴重な時間を使わせていただき誠に

も、昔に比べると人材不足は否めません。全国的

ありがとうございます。リオオリンピックで錦織

にもその傾向は強く、そのため、このようなパン

選手が銅メダルを獲得いたしましたのでその話を

フレットを作成し、多くの方に参加して頂くよう

と思いましたが、今回はわたくしの所属する消防

に広く募集をしております。

団についてお話させて頂きます。

その消防団に、親戚の方の声掛けで平成４年に

「消防団」というと、皆さんはどのようの印象

入団させて頂きました。私の住んでいるところと

をお持ちでしょうか？地元の青年団的な人たち。

は少し離れた区域の分団ということもあり、学校

大酒を飲む騒がしい集団。なかなか、「消防団に

時代の先輩後輩は一人もおらず、まるっきり知っ

助けて頂いたことがあります」っていう方は、多

ている人もいない中でのスタートでしたが、先輩

くはないのでしょうか？

方が積極的に声掛けいただくことで段々と馴染め

そもそも消防団とは、市内に居住または勤務す

るようになり、参加するうえでの不安はなくなっ

る満１８歳から６５歳未満のもので組織される公

ていきました。地元のお付き合いの中での団体と

的機関と定義され、非常勤の特別職の身分を有す

いうこともあり、その人は知らなくてもその家の

る地方公務員で「市民の生命と財産を守る」との

ことは知っているといった雰囲気がこの団体の強

崇高な理念のもと、火災が起こった際に自宅や職

みであり、取りあえず参加さえすれば馴染むのは

場などから現場に駆けつけ消火活動を行う。消防

早いのが消防団の良さであると思います。

隊員より先に現場に到着することもあり初期消火

また、正直、様々な学びはここでさせて頂きま

を行うこともあり、その後は消防隊員の後方支援

した。宴会も初めて、海外旅行も初めて、家に

的な行動を行います。

帰ってきたばかりの私は、今までの学生時代の友

また、近年頻繁に起きる地震や風災害などの自

人以外の方々とのお付き合いで、色々と教えてい

然災害が発生した場合は、地形や道路網などを熟

ただきました。それは今でも自分の血や肉とな

知した団員が的確かつ迅速に救助・救出を行いま

り、様々な場面で自分を助けてくれています。た

す。

とえば、ビールの次ぎ方はラベルを上にして両手

更に、水防団の役割も兼ね台風や集中豪雨など

で注ぐことや、座敷で行う宴席では立つ際には座

により、河川の氾濫や決壊が起きないよう、巡回

布団を踏むことが無いように立つようにすること

警備から土のう積みなどの防災活動を行い被害の

など、親が言っても聞かないような社会のあたり

軽減などに努めます。また、防災意識の向上のた

まえのことを地域の人々や団体を通じ学ぶ場所で

め火災予防や防災啓発を積極的に行います。

あり地元デビューする上での「登竜門」の役割を

さて、新座市に目を向けてみると団本部と１０
個分団からなり平成２８年度は総勢２０９名であ
ります。

しております。
火災出動に関しては今より全然火災件数が多
く、今では火災の大きさにより基本的には自分の

受け持ちのエリアだけの火災出動となりますが、

知や入団に向けてのＰＲ、再入団の人材の確保を

私の入団時では、火災が起きた際は市内全域どこ

念頭に置き、実際に消火活動に当たってくださる

でも出動できる体制でした。よって、火災件数の

人を一人でも多く募集をしていきます。

分だけ経験を積むことができ、訓練も行っており

皆さんのご協力により、より内容の濃いものに

ましたが、それ以上の現場経験によりスキルが上

出来る消防団活動でありますので、正業を持ちな

がっていきました。しかしながら、その弊害もあ

がら活動する消防団を今後とも温かい目で見守っ

り、出動手当てがその分多くなってしまうことが

ていただき、ご支援いただければ幸いです。

あったそうで、火災の規模により基本的には第一

今後とも宜しくお願い申し上げます。

出場をメインに、火災の規模を判断し少しずつ範
囲を広げ第２出場、第３出場とし出動を依頼する

一口メモ

投稿者

陣野壮太郎

形になりました。
どちらかといえば、少し社会の目が寛容な時代
に入団し団歴を重ねましたが、東日本大震災以
降、社会の求める役割も責任も重要度が増す中、
今現在以下のいくつかのことを念頭に活動をして
おります。
１）火災にいつ何時でも出動できる体制と現場で
のスキルアップ
しっかりとした組織を構成し、現場での経験以
先週、ワイキキロータリークラブにメーキャッ

上に様々な場面を想定した訓練をしっかり積むこ
とにより対応できるだけのスキルアップをする。

プしてきましたのでご報告申し上げます。
８０人のクラブですがとても和気あいあいと楽

例えば、平林寺などの文化財が延焼した際の消火
や、危険物取扱の事業所での訓練などを積んでお

しい雰囲気のお昼の例会でした。
日本から仕事に来られて何十年という会員さん

ります。

や新入会員さんもいらしてとても楽しい時間、情

２）火災予防と防災意識の高揚
実際に火事を起こさない防火啓発と防災意識の

報交換の時間を過ごさせてもらいました。
会長も若くとても爽やかでおおらかな方でし

向上を、様々な場面でＰＲし周知徹底してまいり
ます。

た。海外でも気軽に参加でき知り

３）消防団員の人材確保

合いが作れ情報交換できるのは

消防団員人材の確保を念頭に置き、消防団の周

９月のプロラム

委員長

宮川

ロータリークラブの魅力ですね。

勝平

１日（木） 通常例会 「月間に因んで」 金子幸男会員

クラブから連絡
★２０１６年度上期会費納入のお願い！

８日（木） 通常例会 「会員卓話」 細沼哲夫会員
１５日（木） 通常例会 「ガバナー補佐訪問」
２２日（木） 祝日につき例会取消

☆例会出席は 会員の義務です
欠席の場合はＭａｋｅ ｕｐをしましょう
図や写真の説明を記入
します。

新座ロータリークラブ事務局
〒352-0001 新座市東北2-25-11-406

http://www.niiza-rc.jp
電話
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国際ロータリー第２５７０地区 新座ロータリークラブ
Ｅメール niiza.rc@dance.ocn.ne.jp

