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ロータリーの森

本日のプログラム

司会   杤本 正樹君

・点 鐘            伊藤  純君 

・ROTARY SONG 「われら日本のロータリアン」 

・今月の歌     「春一番」 

・ビジター紹介         伊藤  純君 

・食事・歓談

・委員会報告

・会長挨拶           伊藤  純君

・ロータリーの森例会

・幹事報告           成瀬 浩康君 

・点 鐘            伊藤  純君 

今月の歌 

春一番 

雪がとけて川になって   流れて行きます 

つくしの子が恥ずかしげに 顔を出します 

もうすぐ春ですねえ ちょと気取ってみませんか 

もうすぐ春ですねえ    恋をしてみませんか 

先週の記録 

会長挨拶       副会長   社本 太郎君 

副会長の社本です。先ほど会長より今日の卓話は

君の番だと言われましたので少し話させていただ

きます。

5 月 24 日の家族旅行は先斗町の鴨川をどり鑑

賞となっています。

 私は過去に一度だけ鴨川をどりを見たことがあ

りますが、ストーリーがあってまるで宝塚のよう

だと思いました。

 それもそのはずで宝塚はしょっちゅう京都の花

街に顔を出していた宝塚歌劇の創始者、阪急の小

林一三氏が京都の花街をモデルに造ったといわれ

ています。

２０１７年３月３１日（金）２３１７回（３月第５例会） 

今全盛のＡＫＢは宝塚をモデルに作られたといわ

れていますからＡＫＢのモデルは京都の花街のシ

ステムということですね。

 先ほどスマホで検索したところ先斗町のをどり

は明治 5 年、首都の東京移転により沈んだ京都の

活性化のために開かれた京都万国博に併せて開催

された祇園の都をどりと同じ年に始まったという

ことです。

 先斗町は芸事の水準もトップクラスと言われて

います。

 まだ席の余裕があるようですので、多くの方の

参加をお願いします。

幹事報告        幹事   成瀬 浩康君 

お知らせ 

＊3月21日のパスト会長会におきまして2018－19

年度東尾張分区ガバナー補佐に加藤久仁明君が推

薦されました。 

次週予告 

＊3月31日 ロータリーの森例会  

ロータリーのジャンバー着用お願いします。 

雨天時は商工会議所会議室にて行います。 

◎例会変更のお知らせ 

岩 倉 ４月４日（火）４月４日（火）１２：３０ 

   ＲＣ 花見例会の為 五条川 

愛 知 長 久 手 ４月１８日（火）４月２２日（土） 

   ＲＣ 地区協議会の為 ウェスティンナゴヤキャッスル

会      長 ：伊藤  純 例 会 日 ：金曜日 12:30～13:30 

副  会  長 ：社本 太郎 例 会 場 ：ホテルプラザ勝川 

副  会  長 ：宅間 秀順 事 務 局 ：春日井市鳥居松町5-45 

幹      事 ：成瀬 浩康  Ｔ Ｅ Ｌ ：（0568）81-8498 

会報委員長 ：加藤 宗生 Ｆ Ａ Ｘ ：（0568）82-0265 
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一 宮 ４月１３日（木） 

   ＲＣ 家族例会の為 京都 

名 古 屋 城 北 ４月１８日（火）４月２２日（土） 

   ＲＣ
地区協議会の為 ウェスティンナゴヤキャッス

ル

名古屋丸の内 ４月１３日（木）４月１６日（日）８：００ 

   ＲＣ
家族例会の為なんばグランド花

月 

名 古 屋 東 ４月１０日（月）４月１１日（火）１２：３０ 

   ＲＣ 合同例会の為 東急ホテル 

名 古 屋 大 須 ４月１３日（木）４月１６日（日） 

   ＲＣ 家族会の為伊賀の里 

◎ビジター紹介   会長  伊藤  純君

○あまＲＣ     後藤 眞君 

出席報告 委員長 大橋 省吾君 

会員 58 名 欠席 26 名 出席率 55.2% 

先々週の修正出席 欠席 2 名 出席率 96.6% 

ニコボックス報告    委員長   速水 敬志君

○小牧オープンベースのご縁で伊藤会長、古屋さ

ん表敬訪問です。よろしくお願いします。

           あま RC 後藤  眞君

○卓話をさせて頂きます。ありがとうございます。

                志水ひろみ君

○知多大和幼稚園増改築工事、大府大和幼稚園増

築工事、イオン小牧キッズ保育所新設工事が無事

竣工いたしました。       小川  長君

○志水さんの卓話を楽しみにしています。

                近藤 太門君

○妻の手術成功に感謝して    青山 博徳君

○いつもありがとうございます。河村さんのご冥

福をお祈り申し上げます。    大橋 省吾君

○4 人目の孫が男と昨日分かりました。

                山田  治君

○志水さんの卓話を聞ける喜びで 下田 育雄君

古屋 義夫君  大原 泰昭君  藤川 誠二君

和田 了司君  野浪 正毅君  大畑 一久君

加藤  茂君  宅間 秀順君  川瀬 治通君

貴田 永克君  芝田 貴之君  社本 太郎君

蓮野 美廣君  加藤 宗生君  屋嘉比良夫君

梅村  守君  成瀬 浩康君  加藤久仁明君

小野寺 誠君  岡嶋 良樹君  岡田 義邦君

速水 敬志君

○ご協力ありがとうございます。

ニコボックス委員会

卓話            志水ひろみ君 

私の会社は消防防災業を生業としております。た

いせつな人命の安全と財産を守る為すべての防災

機器を安全・安心に使い続けていただく、このこ

とに取り組み続ける事が私どもの重要な課題と認

識しております。 

手軽で効率的な「消火器具」として、今日一般家

庭にも数多く普及しているものに消火器がありま

す。わが国に初めてお目見えしたのは明治５（１

８７２）年に行われた京都 西京博覧会に、米国

から出品されたときでした。当時は「火災 消防

器械」といわれパックロック社製の時価 30 ﾄﾞﾙか

ら 50 ﾄﾞﾙもする高価なものでした。 

明治 20 年代の初期に、ﾄﾞｲﾂ製硫曹式消火器（硫酸

と重曹を化合させて放射する方式） 

の効能が実験されると、その威力に見学者はおお

いに驚きました。 

今ではあまりみかけなくなったのですが、泡沫消

火器です。 

その後、粉末消火器が輸入されたのは、昭和

26(1951）年で、輸入価は２万円以上もする高価な

ものでした。その後、改良が重ねられ、昭和

40(1965)年には現在の ABC 粉末消火器が国産で

製造出荷されるようになりました。 

現在では環境に優しい、ﾘｻｲｸﾙ薬剤を使用した消火

器、そして家庭用にはお酢を主成分とした消火器

具もあります。 

１０年前から消火器についても 廃消火器リサイ

クルシステムが運用され、廃棄物処理法に基づき

広域認定を取得した業者にて取り扱う事になりま

した。勝手に使用者にて廃棄、投棄出来ないこと

になりました。すでに皆様ご承知かと存じますが、

私ども専門業者にお渡しいただく事になっており

ます。 

また、平成 16 年 11 月 26 日に住宅用防災機器の設

置及び維持に関する条例が交付され平成 18 年 6
月 1 日から施行されました。住宅用火災警報器で

す。 

現在、総務省消防庁は 各事業所においては法に

基づいて必要な消防設備の設置及び管理が適切に

おこなわれていると判断していますが、各家庭で

の安全については今後の最大な課題であると認識

し施策を行っていく必要があると私ども防災業者

にそれらの普及に協力を要請しています。 

最後に最近の火災について 新潟県糸魚川におけ

る火災では延焼によりたいへんな被害が発生しま

した。

また、アスクルの物流倉庫の火災でも 12 日間燃

え続ける被害となりました。

火災の延焼災害についてみなさんはご不安をお持

ちだと思います。

これからの季節、黄砂もそろそろ飛んできますが 

特に外出されるときですが窓を閉め施錠されてお

られておられると思います。この窓を閉めておく

というのは 火災の際 延焼を防ぐ手立てとなり

ます。最近の住宅は特に共同住宅におきましては



耐火構造で造られていますので延焼の被害が出に

くくなっています。

しかし、窓や外部への開口部が開いていますとそ

こから飛び火による延焼がおきてしまいます。飛

び火により外部、テラスでの洗濯物に移りその開

口された窓とか扉など室内に入り被害が増大しま

す。また自身の自宅で火災が起きてしまったとき、

普段の冷静な判断が出来なくなることを自覚して

おいてください実際にあった事例ですが、

あるお宅の主婦が 調理中 その場から離れてし

まい出火してしまいました。

そのお宅では たまたまホームパーティーが開か

れるということで何人かの人がいらっしゃいまし

た。その中にはそのお宅の大学生と高校生の息子

さんがいて出火した時、全員が茫然と立ちすくん

でしまい 誰一人消火することが出来ませんでし

た。そこは共同住宅でしたので、消防設備に自動

火災報知設備が設置されていました。

出火の起きた際には出火階とその下の階と上の階

では火災発生のベルが鳴り火災が起きたことを知

らせます。それを知り、お隣の奥様が駆けつけて

きまして、近くの設置されている消火器を取りに

走り消火をして事なき得えました。

あとからの話ですが消火してくださったお隣の奥

様も慌ててしまって、すぐ近くにある消火器では

なくて遠くの消火器を持ってきてしまったこと、

事故のお宅に居合わせた人達は頭の中が真っ白に

なり、何もできなかった。

また、放火事件が後を絶たないのですが、ある商

店でのこと商品の入っていた空のダンボールをた

たんで屋外に放置していました。

それに放火があり、いち早く見つけ地域の人の応

援を得、消されました。

消防車の出動もありましたが、消火されていると

いうことで、当時者がたいしたことなく終わった

し消防隊の確認は必要ないと報告したので消防隊

も引き上げられました。

数時間後、そこから再出火があり大変な事故にな

りました。原因は、一時的に消火されたように見

えても火元の燃焼物はくすぶっていただけでした

水等十分にかけまた建物からはなれた安全なとこ

ろに一時保管するべきでした。不特定多数の人々

が出入りする劇場、病院、ホテル、ショッピング

モール等の施設を利用する際には必ず避難経路と

その方法を確認しておくことが大切です。

いざという時の為に常に意識をそこにも働かせて

ください。

皆様の今後の自助の参考になれば幸甚です。

会長挨拶 社本副会長 

卓話 志水ひろみ君 


