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９月 ２７日『火曜日』横須賀北ＲＣ

「横須賀北ロータリークラブの歌」
芹澤 達之 会長
横須賀市北消防署 地域防災係
係 長
加藤 潤一 様
米山奨学生
姜
東均 君
横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ

中田

勇一 様

加藤 潤一様

中田 勇一様

誕生日祝
入会記念日のお祝い
入会記念日のお祝い
｢出席報告｣
(本日)9 月 27 日
出席対象
メークア
修正出席
総数
出席数
出席率
計
数
ップ
率
24 名
24 名
13 名
54.17％
5名
18 名
75.00％
（前々回)9 月 13 日
出席対象
メークア
修正出席
総数
出席数
出席率
計
数
ップ
率
24 名
24 名
11 名
45.83％
4名
15 名
62.50％
「メーキャップされた会員」
メーキャップされた会員」
「ニコニコＢＯＸ」
「ニコニコＢＯＸ」
三役
横須賀市北消防署地域防災係 係長加藤潤一様本日は宜しくお願い
致します。米山奨学生姜 東均君 横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ中田勇一様よ
うこそお出で下さいました。おくつろぎください。
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濱田耕輔会員

先週のｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問では皆様お疲れ様でした。
北消防署の加藤様 本日の卓話宜しくお願い致します
福嶋義信会員 横須賀北消防署 加藤潤一様卓話宜しくお願い致します。
横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ中田会員 ようこそ
伊与田あさ子会員 横須賀市北消防署地域防災係 係長加藤潤一様本日はお話宜し
くお願い致します。
横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ中田勇一様、米山奨学生姜 東均君ようこそいら
っしゃいませ
小菅健史会員 北消防署地域防災係 係長加藤様ようこそ。
本日は所用の為 欠席ですみません。ｽﾋﾟｰﾁ宜しくお願い致します
千葉 茂会員 横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ中田勇一様ようこそいらっしゃいました。
横須賀北消防署加藤様 本日は宜しくお願い致します。
竹永 薫会員 本日は横須賀北消防署加藤様 米山奨学生姜 東均君 そして横浜
金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ中田勇一様ようこそいらっしゃいました
小出純子会員 横須賀北消防署加藤様いつも大変お世話になりましてありがとうご
ざいます。私たちの安全を守って頂いております事 心より感謝申し
上げます
飯倉正俊会員 横須賀北消防署加藤様本日はｽﾋﾟｰﾁ宜しくお願い致します。
横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ中田勇一様ようこそいらっしゃいました
浅野径子会員 加藤様 本日は宜しくお願い致します。
横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ中田勇一様ようこそ。姜 東均くんようこそ
海老名敬子会員 横須賀北消防署加藤様ようこそいらっしゃいました。
横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ中田勇一様ようこそどうぞごゆっくりお過ごしく
ださいませ。姜 東均くんようこそ
ニコニコＢＯＸの合計は 14,000
14,000 円(累計 177,000
177,000 円)
財団ＢＯＸの合計は 9,341 円（累計 36,241 円）
ご協力有難うございました。次週も宜しくお願い致します

姜

米山奨学生
東均 君

出席報告
小出純子会員

ﾆｺﾆｺ報告
海老名敬子 SAA

「会長あいさつ」
・先週 無事にｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問を終えることが出来ました。会員の皆様には、ご協力
ありがとうございました
・９月２３日（金）前川幹事と共に自衛艦隊司令官海将 重岡康弘様へご挨拶に伺っ
て参りました。
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「幹事報告」
◎ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所よりﾛｰﾀﾘｰ財団月間（１１月）卓話及び財団補助金に関する説明につ
いてのご案内が届いております
◎三浦ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞより例会のご案内受領
◎回覧 ①国際ﾛｰﾀﾘｰ第２８２０地区より「鬼怒川水害義捐金報告書」
②横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞとの合同例会出欠回覧（１０月１７日（月））
③米山記念奨学会より２０１５年度事業報告書・決算報告
◎配布 ①米山記念奨学会より「豆辞典」
◎本日は９月最終例会ですので財団 BOX を廻します。ご協力宜しくお願い致します
「委員会報告」
【伊与田あさ子ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐より】
伊与田あさ子ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐より】
「第１ｸﾞﾙｰﾌﾟ第１回新会員の集い」が１０月１日（土）に開催さ
れます。御出席の皆様宜しくお願い致します。佐野ｶﾞﾊﾞﾅｰはじめﾊﾟ
ｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰの皆様にも御出席頂きます。
頑張りますのでご協力宜しくお願い致します。

【横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ中田勇一様】
創立５０周年記念式典及び記念祝賀会を開催いたします。ご多用
のこととは存じますが、何卒万障お繰り合わせのうえ、ご臨席賜り
ますようご案内申し上げます
日
時
１１月２１日（月）
会
場
ﾖｺﾊﾏｸﾞﾗﾝﾄﾞｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙﾎﾃﾙ３階ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ
記念式典
登録受付 PM３：００
開会点鐘 PM３：３０
記念祝賀会 開
会 PM５：２０
登録料
１３，０００円
｢スピーチ｣

【防 災 講 話】
横須賀市北消防署 地域防災係
係 長
加藤 潤一 様
１・企業の防災（会社の災害対策について）
（１）ﾏﾆｭｱﾙ・ﾙｰﾙを作成する
①防災担当者を決める
②災害時の役割を決める（避難誘導班、情報収集班、安否確認班 等）
③避難方法及び避難場所を確認する
④連絡網などの緊急連絡先の確認
（２）防火防災訓練を行う
ﾏﾆｭｱﾙ・ﾙｰﾙを、いざというときに役立たせるためには定期的な訓練が必要で
す。訓練の具体的な内容としては、避難訓練や消火器を活用した初期消火訓
練などがあります。また、ﾏﾆｭｱﾙ･ﾙｰﾙを定期的に確認する事（机上訓練）も有
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効な訓練です。
訓練の具体的な内容等については、最寄りの消防署に相談して下さい
（３）帰宅困難に備える
（３）帰宅困難に備える
被災した場合、社員の方々が帰宅困難者となることも想定されますので３日
間、会社にとどまれるよう、必要な物品を備蓄しておくことも必要です。
【備蓄物品の例】
飲料水・食料・毛布・保温ｼｰﾄ・救急用品・医薬品・懐中電灯
携帯ﾗｼﾞｵ・簡易ﾄｲﾚ
等
（４）地域の方々のために
災害時は、企業の立地場所、規模等に応じて地域の方々の一時的な避難場所
になりうることも考えられますので、災害時は社員の安全確保はもとより、
地域の方々の安全のために寄与することについて検討して頂くと幸いです。
例えば
ア 地域の方々に飲料水、毛布などの備蓄物品の提供、また、物品販売業で
あれば災害支援物品になりうる商品の提供
イ 避難場所としてｴﾝﾄﾗﾝｽ等を解放。等
２・非常用持ち出し品及び非常用備蓄品について（参考）
[非常用持ち出し品とは]
非常用持ち出し品とは]
自宅から避難先に避難するときに最初の１日
最初の１日をしのぐために、必要な食料
最初の１日
飲料水、生活用品、その他各個人・家庭の事情に合わせて必要なものをﾘｭｯ
ｸｻｯｸなどにまとめておくものです。非常用の持ち出し品は目につきやすく、
容易に持ち出せる場所に保管しておきましょう
避難先（避難所
避難先（避難所など）に、多くの避難者が避難してきた場合、避難所に備えている
非常食などの備蓄品は帰宅困難者や自宅が倒壊するなどして用意できない方を優先
に配布するものであり、避難者全員に配布することは出来ません。避難所に避難する
に配布するものであり、避難者全員に配布することは出来ません。避難所に避難する
時は、必ず非常用持ち出し品を持って非難しましょう
[非常用備蓄品とは]
非常用備蓄品とは]
救援物資を支給するための体制が整うまで、３日間以上かかります。その
ため、自宅で最低３日間以上
最低３日間以上避難生活（在宅避難）を送る際に必要な、食
最低３日間以上
料、飲料水、生活用品、燃料、照明器具、その他各家庭の事情にあわせて
必要なものを備えておきましょう。
いざというときに備えて、日頃から各個人・家庭で準備するよう心掛けましょう
３・自助の重要性について（参考）
自助とは、災害時に『自分の命と身体は自分で守る
自分の命と身体は自分で守る』という行動です。防災
自助
自分の命と身体は自分で守る
では最も基本となり、最も重要です。『助けられる人
助けられる人』ではなく
助けられる人 ではなく『
ではなく『助ける人』
助ける人』
になる事それが自助の取り組みです
・安全確保行動！・日常の備えとして！・寝る前の備えとして！・津波から
の避難３原則！・避難の前に出来ること！
４・共助（自主防災活動）の必要性について（参考）
共助とは、災害時に共に助け合い地域を守る活動です。
共助
災害時の共助（自主防災活動）は町内会・自治会の自主
自治会の自主
防災組織が中心となりますが、地域の皆さんの協力
皆さんの協力そし
防災組織が中心
皆さんの協力
て『自助
自助』
自助』との連携が大きな防災力
との連携 大きな防災力になります
大きな防災力
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