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◎起　　　立� 加藤雄樹�ＳＡＡ

◎友情の握手� 加藤雄樹�ＳＡＡ

◎点　　　鐘� 高田　進�会　長

◎開 会 宣 言� 加藤雄樹�ＳＡＡ

ロータリーソング 　「奉仕の理想」

◎ゲスト紹介� 高田　進�会　長

　　　　　ＲＩ第2500地区第6分区　

　　　　　　　　　　　ガバナー補佐�奥原　宏�様

◎会　　　食

会長挨拶 高田　進 会長

皆さんこんにちは。本日ガバナ

ー補佐向かえて先程ロビーで話を

したのですけど、１年間ガバナー

補佐を管内11クラブを４回まわる

ということで、これまた大変な話

でよく耐えてきたなと、私も後１

ヶ月ちょっとで会長が終わりです

けどそのような話をしてたところです。

よく高校野球などでは、甲子園に魔物が住むというこ

とがいわれますけど、普段の実力が発揮できなかったり、

思わぬ予想外のことが起きたりすることでよくそういう

ことがいわれるとおもいます。

プロ野球の解説者が言ってましたけど「魔物などいない」

とあれは甲子園という大舞台で、プレッシャーやストレ

スから自分の心の中に過度の緊張感を自ら作り上げて、

チーム全体が感染し心の中に魔物を作り拡大すると、集

団心理が必然的に巻き起こす現象だということです。よ

うは意識過剰による独り相撲ということなのです。

自分も１年前に、この年度が始まる前にクラブの会長

なんて出来るのかなという思いもありましたけど、自分

も心の中に知らないうちに魔物を作り上げ感じていたの

じゃないかと思います。

しかし時間が経過し、今年度は例会理事会の他に合同

例会であるとか、５クラブの会長幹事会のホストという

こともありまして、あっというまにいろんな事が過ぎて

行きまして、否応なしに慣れてきたのかなと、間違いと

かミスとかありましたが、そのたびに指導・意見を言わ

れました。とにかく動き出した以上は回数を重ねて結局

は慣れていくしかないのかなと思います。

本日は奥原ガバナー補佐が来訪されていますが、後ほ

どご挨拶があるかと思いますけど、私どころではない多

忙と緊張感・責任感というものがあったのではないかと

推測します。

最近自分に無理するな気にするなと、過ぎたことは忘

れろ人は自分で意識するほどこちらのことは意識してい

ない、というふうに考えるようになってきました。

今１年前と違うことは望んだことでは無かったのです

が、このような機会・経験をさせていただき良かったな

というふうに思っております。

残り１ヶ月ちょっとということになりましたが、まだ

エコロジーパークの育樹祭、ゴルフの同好会も幹事クラ

ブもあります。よろしくご協力お願いして挨拶とさせて

いただきます。ありがとうございました。

会務報告 石川博機 幹事

◎帯広北・帯広東・音更　３ＲＣ合同育樹祭開催のご案内

　日　時：平成29年５月21日（日）

　　　　　午前10時集合（小雨天開催）

　場　所：とかちエコロジーパーク

　　　　　集合場所：事務所北側職員駐車場

　持ち物：ノコ・クワ・長靴・軍手・タオル・スコップ�等

　※お子様、お孫様のご参加�大歓迎！

　　昼食は焼肉を予定しています。

　※帯広東ＲＣ５月23日（火）の繰上げ例会と致します。

◎帯広東ＲＣ、次年度第２回クラブ協議会開催のご案内

　日　時：平成29年５月30日（火）午後６時30分

　場　所：ホテル日航ノースランド帯広
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2016-2017 年度　国際ロータリーテーマ

【人類に奉仕するロータリー】
2016-2017 年度国際ロータリー会長

ジョンＦ・ジャーム

ガバナーテーマ

【ロータリーの明日の為に、積極的に行動しよう】
国際ロータリー第 2500 地区 ガバナー

駒　形　曙　美

月間テーマ

【青 少 年 奉 仕 月 間】



しゃっておりました。まさしく会員増強はそういうとこ

ろに目的があるのであって、それから会の運営の大きな

財源にもなるわけでございますので、いろんな意味での

有りがたいことがあると思いますので、いろんな刺激を

受けるという意味でも会員増強は必要なんだとおっしゃ

ってました。私もまさしくそうだと思ってますので、ど

うか会員皆さんが力を合わせて会員増強に務めていただ

きたいと思います。

私がこれから残されているのはクラブ評価というのが

あります。これは◯×みたいなものではなくて、×はあ

りません。５段階評価でオール５かオール１か１はあり

ませんから、４以上の評価を私はしようと思ってます。

東ロータリークラブの皆さん、古い歴史のある会員の

皆さんが支えてここまでやってきたわけでございますか

ら、これからも益々ご発展されることをご祈念申し上げ

たいと思います。

本当にこんな意味では狭い帯広でございますので、ま

たどうかいろいろと皆さんご指導いただいて、私の残さ

れたロータリーライフを十分に満喫できるよう努力した

いと思います。

皆様方もどうかいろんな意味でお力を出してクラブの

発展のためにお尽くしいただければと思っております。

これが最後の公式の場でマイクを持たしていただける

のは今日で終わりということになります。本当に１年間

大変お世話になりましたことを御礼申し上げまして、ご

挨拶に代えさせていただきます。ありがとうございまし

た。

委員会報告 社会奉仕委員会委員長　齋藤蓮輝 委員長

こんにちは。先程幹事からご報告

いありました21日の３クラブ合同育

樹祭でしたが、前回ご案内いたしま

したときにはアルコール無しという

ことでしたが、親睦を含めてお酒を

入れたいという連絡がありました。

今日の例会でメモで持参する物はノコ・クワいろいろ

ありますが、当日は８本の木を育樹しますので道具をお

持ちいただける方はご協力をお願いします。

なお車関係については、お酒を飲む方は出来るだけ乗

り合わせでお願いします。車を用意出来ませんのでご協

力の程お願いいたします。以上でございます。ありがと

うございました。

ニコニコ献金 親睦活動委員会　越浦　豊 副委員長

毅高田会長　奥原ガバナー補佐の来

訪を歓迎してニコニコします。

毅石川幹事　先日の第一回クラブ協

議会に出席の役員・理事・委員長

の皆様御苦労様でした。

毅上野会員　娘に子どもが生まれま

した。初めての女の子の孫です。ニコニコします。

毅宮前会員　あおぞら共済から入会のお礼が来ましたの

ガバナー補佐挨拶 奥原　宏 様

早いもので４回目のガバナー補佐

としての訪問になりました。

私はクラブからのご指名があった

ということで、ガバナー補佐を何と

かここまで勤めさせていただきまし

た。終わってから非常に反省するこ

とが一杯あるのだろう。特にＩＭ、３月18日に多大なる

ご負担とご参加をいただきＩＭを無事開催することがで

きました。

あの件につきましても私の講師選定だとか、大会運営

については実行委員会でクラブにお願いしたのですが、

果たしてあれで良かったのかと反省をしているところで

ございます。確かに会費（登録料）として五千円というこ

とがございました。その中でも運営が困難だということ

が、事前にわかっておりましたが、皆様方の友情に免じ

てなんとか登録費をいただいた中での運営が果たせたと

いうことで、終わったことに対しては非常に安堵してる

ところでございます。

この前、釧路のベイロータリークラブの20周年の式典

に、ガバナー補佐ということでご招待をいただきました。

他のクラブから別れて設立したクラブでありますが、

当時はもっと多かったようですが今は20人位ということ

であります。記念式典に360～370名近くの方が来ており

ました。手作りの懇親会でありましたし、釧路ラーメン

が出て非常に美味しく和やかに終わり、私も喜びながら

旧友を深めながら帰ってまいりました。

今年１年本当にお世話になりました。それと駒形さん

と一緒に公式訪問したのも良い思い出となると思います。

東ロータリークラブにお邪魔して４回になりますが、

このクラブは非常に先輩方が多い中で大変失礼な話でご

ざいますが、会員増強がなかなか出来なかったと会長か

ら聞いたのですが、退会者が出なかったので、退会防止

が出来たということは大きなクラブの力ですねという話

をました。

私は東クラブというのは独自の奨学金制度、北クラブ、

音更クラブを交えた中で３ロータリークラブでしっかり

と運営されていると聞いております。先程幹事報告の中

で出てましたが育樹祭も長年３クラブ合同で行っている

など、市内ロータリークラブの中で率先してやっている

とこはないですね、やはりこれは伝統だと思っておりま

す。どうか継続していただいてロータリーの大きな目的

でもあります、友情を深めるということに繋がっていく

ことだと思います。

私も４クラブを回させていただいて、いろんな知り合

いの方が出来ましたし、日頃お世話になっている方々も

各クラブにおりまして、間近に深々と頭を下げ感謝のお

礼を申し上げるというということが出来たのが良かった

なと思っております。

会員増強というのはやはり新しい血を入れていく、こ

の前ベイクラブの講演会で立派な方が東京から来て講演

されてましたが、いろんな方を入れることがそこにいる

会員の方にとって非常に素晴らしいことなんだよとおっ



でお返しでニコニコします。

毅池田会員　本日卓話をさせていただきます。よろしく

お願いします。結婚記念日のお祝いを頂き有難うござ

いました。

毅加藤（武）会員　連休前３日間私の会社に税務調査が入

りましたが、特に大きな指摘もなく済みそうです。

出席報告 出席・プログラム委員会　宮前 克則 委員

回数 日付 会員数 計算に用いる
会員数

ホームクラブ
出席者 メークアップ 欠席数 出席率

1561 04/04  39  34  25  4 85.3

1562 04/11  39  34  28  1 85.3

1563 04/18  39  33  26  0 78.8

1564 04/26  39  33  22  4 78.8

４月計 156 134 101  9 82.1

５月に入りまして５月10日が本ク

ラブ出席24名、それから本日は本ク

ラブ出席25名でございます。あと２

ヶ月程になりましたけど現在100％

出席を保ってる方は、池田会員、石

川会員、上野会員、加藤（昭）会員、

鎌田会員、神田会員、齊藤会員、西田会員、西藤会員、

深澤会員、福岡会員、宮前会員です。90％を保ってる方

は、大池会員、大塚会員、加藤（武）会員、加藤（肇）会員，

加藤（雄）会員、古川会員、高田会員以上でございます。

何とか最後まで90％100％を達成できるようにお願いを

いたします。以上で出席報告を終わります。ありがとう

ございます。

プログラム 会員増強・ロータリー情報委員会

【会員卓話】

テーマ：【消防の予防行政の動向について】
池田　誠 委員長

皆さんこんにちは。久々にこのよ

うな場所で、お話をさせていただく

ということで非常に緊張しておりま

すが、青少年奉仕・ロータアクトと

いうことなのですがチョット話題が

見つからなかったものですから、自

分の業界の消防予防行政ということで若干お話をさせて

いただきます。

テーブルのレジュメをご用意しました。先週１週間出

張していなかったものですから、昨日の夜慌てて作らさ

せていただきましたので、チョット見づらい所があるか

と思いますが、そちらに沿って進めさせていただきたい

なと思います。

レジュメの１つめ住宅用火災警報器についてというこ

とで、こちらの方は皆さんの一般のご家庭ですとか共同

住宅の方に電池式の火災警報器を付けなさいというふう

になっているかと思います。皆さんのご家庭にも付いて

いるのかなと思うのですが、新築の住宅とかに付けると

いう事で平成18年にこの法律が施行されました。

平成18年なので10年を越したところで、そこら辺の動

向を先日東京の方に出張させていただいて、全国消防機

器販売業協会というのがございまして、そちらの方に去

年から入会させていただいたのですが、そちらの総会の

後の講演会で総務省の消防庁の予防課長の鈴木予防課長

という方がいらっしゃるのですが、この方のレジュメを

今日利用して皆さんのお手元にご用意をさせていただき

ました。こちらの方を説明しながら進めさせていただき

たいと思います。

先程平成18年から新築住宅とかに付けなさいとなった

住宅用火災警報器は、既存の住宅はどうだったかという

と、平成20年６月１日から順次付けて下さいとなってお

ります。既存の住宅は３年間の猶予がございまして「平

成20年６月１日～平成23年６月１日までの期間に設置し

て下さい」ということで設置されていると思います。

レジュメの方に住警器の普及と住宅火災の状況という

データがございましたので、こちらの方の説明をしなが

ら進めさせていただきたいと思います。

レジュメの一番最初のグラフを見ていただきたいと思

います。火災報知器の設置率が上がるにつれて、火災の

出件数が年々減ってきてるのがこのグラフからわかるか

なと思います。それに伴って亡くなっている方の数はと

いうと、さほど変動がないということなのですがこれは

後ほど説明したいと思います。

平成26年の条例適合率があるのですが、こちらの方は

設置率と何が違うのかというと、設置率というのは元々

寝室に付ければいいですよという法律で進んできたので

すが、条例適合率というのはその住宅で各部屋、寝室以

外の部屋も付けてますよという数値になっております。

レジュメによると北海道は住宅用火災報知器の設置率

ということで、各家庭に１個は付いてますよという普及

状況は北海道は全国で16番目となり設置率は83.0％にな

っております。

先程の条例適合率というと全部屋にいうことになりま

すと、若干下がってきているのですが71.8％で全国的に

見ても数値的には進んでいるのかなとこの表からわかる

ことになっています。

住警器を付けてどんな効果があったのかというのが、

ようやく10年たって出て来て住宅用火災警報器の効果と

いうことで統計が出ております。死者の数と焼損床面積

と損害額を見ると、設置してない場合に比べて死者の発

生は３分の２、焼損床面積と損害額はおおむね半減とい

うことで、住宅用火災警報器設置していれば火災発生時

の死亡リスクや損失の拡大リスクが、大幅に減少すると

いうようなデータが出ております。

先程の住宅火災における死者数の推移ということで、

さほど亡くなっている方の数が、火災の発生件数からく

らべるとそんなに大きな変動はないのですが、こちらの

表で見ると亡くなっている方の７割弱が65歳以上の高齢

者ということで、そちらの方に原因があるのかなという

のがグラフから見て取れるかと思います。

人口100万人当たりの住宅火災の死者数の推移におい

ても住宅火災警報器が普及してるにつきまして、高齢者

の死者の数も減ってきております。65歳未満の方の亡く



なる方の数も減ってきてるということです。

住宅用火災警報器の検定等ですが、平成20年に既存の

住宅が設置義務が出来たものですから、当然機器の製造

台数が増えてます。それが10年経っているのですが年々

減ってきて普及してきているので減っています。

今後10年経った物ですからこれから増えてくるのかな

というのが、それの原因として電池切れとか機器が作動

しないということであります。私もいろいろ話を聞いて

回ったりもしてますが、やはり10年機械ですから、電池

が10年経ったら無くなってそのまま放置してあるですと

か、機械が壊れてくるということがあります。

毎日の点検というのが、住んでいる方が自主的に点検

していただいて、正常に作動するかというのを確認して

いただかないと、こちらの方は中々わからないものです

から、今日帰って点検していただいてきちんと作動する

か確認していただいたほうが、よろしいのではないかと

思います。住宅火災警報器の話を今するかというと、や

はり10年経って機械が古くなってきていると、せっかく

付けていても鳴らないということで、逃げ遅れとかそう

いう問題が発生してくるということなので、皆さんに是

非点検をしていただいて駄目であれば機器の交換をして

いただくのが、よろしいのかなと思っております。

10年前は単独で動作するものが多かったのですが、現

在は連動型といいましていろんな部屋に付けたら１カ所

で鳴ると、全部の部屋が鳴るというもので配線もいらな

いと無線で出来る物もありますので、是非生命財産を守

っていただければと思っております。

住宅用火災警報器の広報活動としてマスメディアです

とか連携していろんな事をやっております。

・住宅用火災警報器の広報用映像の制作及び活用

・住宅関連団体との連携

・マスメディアとの連携

・住宅防火・防災キャンペーン

・住宅防火防災推進シンポジウム　他

どうやって普及率を上げていくか設置率を上げていく

かというのを、一生懸命消防の方とかでも考えてやって

います。

住宅の火災警報器の話は以上になります。是非ご家庭

にお帰りになってから、点検をして駄目であれば交換し

ていただきたいと思います。

--------------------------------------------------

このような質問がありましたのでお答えしました

質問： 家に帰って点検するとのことですがどのようにす

るのですか？

答え： 点検のスイッチなりボタンなり紐も付いてるのも

ありますので試験とか書いてあるボタンもありま

すので作動させて鳴らせて下さい。

　　　鳴ればオッケーです。

　　　 ただ10年経っているものに関しては基本的に交換

をお勧めいたします。機械事態も悪くなってきて

いますので。

--------------------------------------------------

十勝広域消防局ということで、十勝広域消防事務組合

と十勝広域消防局ということになりまして、これが出来

る前は６地域に十勝管内の消防が別れていたのですが、

平成28年４月１日にこれが１つになりました。改めてこ

こでお知らせします。

次に初期消火に協力した方へとのことで、私が所属す

る一般社団法人北海道消防設備協会帯広支部というのが

ございましてそちらの方で、ご家庭の消化器で隣の家が

燃えていて消火活動をした場合など、初期消火に協力さ

れた方には、消防の方に消化薬剤を詰め替えてくれませ

んかという申請を上げていただくと、通らない場合もあ

りますが、無償で消火薬剤の詰め替えてお返することも

やっております。

最後に１つ消防が点検などで皆さんの会社とかに入ら

れたときに、故障していて直してない部分があったりそ

ういった部分があった場合、今後スーパーとかデパート

とか不特定多数の方が出入りするような場所に対しては、

違反があって14日以内にその是正が認められなかった場

合、対象物の住所・名前などが公表しますよということ

で消防の方から出ておりましてので、是非こちらの方も

見ていただければと思います。

これは随時不特定多数の方が出入りする所から始めま

すが、ゆくゆくは共同住宅ですとか全部認められないと

ころは公表していきますということで、消防の方で考え

ているみたいですので、今１度お含みおきいただければ

なと思います。

つたない話ではございましたが、ありがとうございま

した。

◎閉会宣言� 加藤�雄樹�ＳＡＡ

◎点　　鐘� 高田�　進�会　長

次週プログラム 社会奉仕委員会

５月21日（日）「３ＲＣ合同育樹祭」

　　　　　　於：とかちエコロジーパーク

　　　　　　５月23日の繰上げ例会


