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＊１２月の行事予定＊

＊本日のプログラム＊ （11月29日）
１．会長の時間
２．幹事報告
３．委員会報告
４．スマイルカード
５．内部卓話
廣瀬辰彦会員 「私とロータリー」
６．出席報告

第２２３１回例会

会 長

6日 内部卓話
「フィリピンスービック補助金贈呈式報告」
13日 内部卓話 藤久保茂己会員
20日 年次総会、クラブ協議会
18:30～ かんぽの郷宇佐
27日 休 会

平成２４年１１月２２日

の記録

開会点鐘
 ソング

それでこそロータリー

 ゲスト

宇佐消防署 予防課長補佐 麻生英彦氏
大分県北部保健所 衛生課 課長補佐 都甲一朗氏、主任 小池明仁氏、技師 田村賢一氏

 ビジター

● 会長の時間

安部谷次郎君（豊後高田RC）

石部幸二会長

皆さんこんにちは。久しぶりの例会場での例会で

11月8日の西全州RCとの姉妹延長調印式では辛島

すのでずーっと皆さんに会ってない感じがいたしま

国際奉仕委員長をはじめ、会員の皆様には大変お世

す。寒くなってきましたので風邪をひかないようご

話になりました。お陰さまで無事調印式が盛大に行

注意ください。

われ、西全州RCの皆様も笑顔で帰って行きました。

本日は宇佐消防署の麻生課長補佐お忙しいところ
我が宇佐RCへお越しいただき、ありがとうございま
す。本日は卓話宜しくお願いします。

ＵＳＡ- ＯＩＴＡ
事務局

また11月13日の４クラブ合同例会ではグランドゴ
ルフともどもお疲れ様でした。
明日より藤本副会長、津々良会員、米澤会員とフ
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ィリピンへ行き、車両の贈呈を行ってまいります。
車両の写真は回覧していますのでご覧になられて下
さい。

6）国際ロータリーより「ニュースレター」
２．例会変更
宇佐八幡RC：①12/21(金)→12/20(木) 19:00～「宇

最後に出席率が低下していますので欠席した会員
には皆さんで声掛けをして出席を促しましょう。よ
ろしくお願いします。

佐ホテルリバーサイド」；家族親睦クリスマス
例会の為 ②12/28(金)は休会
中津中央RC：①12/18(火)→12/20(木) 18:30～「グ
ランプラザ中津グランプラザ」；中津3クラブ合
同忘年会の為 ②12/25(火)は休会

厚生労働省医薬食品局長より

中津RC：①12/12(水) 18:30～「グランプラザ中津

麻薬･覚せい剤乱用防止運動の功績に対して

ホテル」；クラブ協議会「60周年について」の

感謝状と記念品の授与がありました

為 ②12/19(水)→12/20(木) 18:30～「グランプ
ラザ中津ホテル」；中津3クラブ合同忘年会の為
③12/26(水)は休会
中津平成RC：①12/20(木) 18:30～「グランプラザ
中津ホテル」；中津3クラブ合同忘年会の為 ②
12/27(木)は休会
その他クラブ（詳細は事務局まで）
別府RC、別府北RC、別府東RC、別府中央RC
日出RC、湯布院RC、大分RC、大分中央RC
大分城西RC、大分東RC、大分南RC、大分臨海RC
大分1985RC
３．週報受理
くにさきRC、杵築RC、中津中央RC、大分キャピタ
ルRC、別府RC、別府東RC、別府中央RC
４．理事会報告
なし
５．お知らせ
1)本日例会終了後、定例理事会を開催致します。

● 幹事報告

本庄伸子副幹事

１．来信
1）ガバナー事務所より「クラブ研修リーダー育成
セミナーのお知らせ(予告)」2/16(土)・17(日)
2）麻生ガバナー補佐より「ＩＭ開催日程変更につ
いて」（上記セミナーの為）
3）ガバナー事務所より「会員住所一覧送付依頼」
使用目的：会員一人ひとりへ地区大会(来年の3
月)のご参加のお願いのハガキを郵送するため
4）ガバナーエレクトより「次年度会長幹事の連絡
先について」
5）ブライダル交流パーティーのお知らせ

役員・理事の方はお残り下さい。
2)公式訪問の集合写真は、クラブ予算より全会員
へ配布致します。
3)職業奉仕委員会より「ことぶき幼稚園の園児を
招いてみかん狩り」を開催致します。
日時 11月26日(月) １０時
場所 西馬城小学校の前のみかん園
６．欠席連絡
辛島光司会員、佐々木正博会員、住本憲彦会員
藤本博和会員、宮丸龍昭会員、和田久継会員
７．本日の当番
新開洋一会員、末宗為十会員

● 委員会報告

● 外部卓話

◎会員増強委員会 河村正一委員長

「宇佐市の防災について」

本日18:30よりちよせにて、会員増強についてのお

宇佐消防署 予防課長補佐

話をしたいと思います。委員会の方々は参加のほど

麻生 英彦氏

宜しくお願いします。
フグを用意しておりますので、
会員増強のお話をしながら頂きたいと思います。お
土産は、一人の会員が一人の会員候補者の紹介とい
うことで宜しくお願いします。

◎職業奉仕委員会 幡手一義委員
先ほど幹事報告でもありましたが、ことぶき幼稚

ご紹介にあずかりました宇佐消防本部の麻生と申

園の園児を招いてみかん狩りを行いたいと思います。

します。本日は、お招きいただき誠にありがとうご

日時は11月26日(月) の10時半からですが、参加され

ざいます。どうぞ宜しくお願いします。

る方は10時においでください。場所は私の所のみか

本日は「宇佐市の防災について」を主なテーマに

ん農園です。お手伝いを宜しくお願いします。大き

「家庭の防災について」
もお話できればと思います。

な袋をご持参ください。
■宇佐市における南海トラフ（東南海・南海地震）
の被害想定
● スマイルカード

西中孝生委員長

石部幸二会長：①西全州RCとの調印式では、会員の
皆様に大変お世話になりました。感謝の気持ちで
いっぱいです。②宇佐消防署麻生予防課長補佐、
本日は卓話よろしくお願い申し上げます。

今年内閣府が地震に対しての被害想定を見直しま
した。それにともなって、大分県が見直し、それか
ら宇佐市でも見直しを行いました。
まず、最大震度6弱の時に、宇佐市には最大津波高
が4ｍと国が想定しております。また1ｍの津波が来

末宗為十会員：①石部会長、藤本副会長、津々良会

るまでの最速到着時間は、約3時間4分ぐらいではな

員、米澤会員フィリピン贈呈式よろしくお願いし

いかと想定しております。十分に避難する時間があ

ます。②当社の百周年ゴルフコンペに出席される

るのではないかと思いますが、時間が十分であって

会員の皆様よろしくお願いします。

もなかなか意思疎通ができなかったり、連絡の遅れ

幡手一義会員：４クラブグランドゴルフ大会では是

によって、大惨事になる可能性があります。大分県

永さんみなさんお世話になりました。
3位になりま

ではどれくらいの犠牲者が出るのかと申しますと、

した。
前回最下位でしたのでリベンジできました。

県全体の算定で1万7000人です。
津波発生から早期避

津々良洋一会員：宇佐消防署麻生予防課長補佐、宇

難の呼びかけを行ったとしても、
約300人の犠牲者が

佐ロータリークラブへようこそいらっしゃいまし

出るのではないかと算定しております。避難につい

た。卓話よろしくお願いします。

ていかに早く伝え、迅速かつスムースに実行できる

是永潤一会員：麻生さん卓話よろしくお願いします。

ニコニコ累計

２９０，０００円

かとういう所が課題になっております。
■災害時の体制等について
続いて、宇佐市に災害がおきた時の体制を説明し
ますと、災害対策連絡室→災害警戒本部→災害対策
本部の順に立ち上がります。消防署は消防対策班と
して被災者の捜索と救助・火災等に関する出動隊と

して第一線で活動します。また収集した情報をまと

弱くなって破裂事故につながっております。昨年当

めて、宇佐市の災害対策本部および各部署に情報提

市安心院町でも古い加圧式の消火器が破裂しまして、

供をおこなう事になっておりおます。市長は４段階

顔面にあたってほぼ即死状態でお亡くなりになって

で避難勧告、及び避難指示等を出せるようになって

おります。

います。
避難場所に関しましては、各市町村の小学校や各
市役所の災害対策課で確認することができます。海
抜表示と避難所表示は全国的に行っておりまして、
宇佐市においても海抜表示板は400箇所、
避難所指示
板は1200箇所に設置されております。
フラワーロードの南北で海抜表示を見ることがで
き、宇佐市の辛島あたりで約海抜10ｍ、宇佐車輌あ
たりで2ｍです。

■身近な防火・防災プロジェクト
最後に、消防庁から国民に対してお願いしており
ます3つの習慣と4つの対策でございます。
住宅防火 いのちを守る ７つのポイント
－3つの習慣・4つの対策－
【３つの習慣】
○ 寝たばこは、絶対やめましょう。
○ ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で

■消防法令改正について

使用しましょう。

私が所属しております予防課は、
消防施設の設置、
点検、消防設備設置の推進等を担当しております。

○ ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火
を消しましょう。

国の消防法令は平成18年に発生した長崎県のグル
ープホーム火災を受け、
この5年間で一部改正されま

【４つの対策】

した。（防火管理・消火器・自動火災報知機設備・

○ 逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設

火災通報装置など）

置しましょう。

また、消火器に関しましては、今年の1月より20
数年ぶりに規格が改正されました。
その背景として、
古くなった消火器が破裂して大ゲガ及び死亡事故が
全国で発生したことが挙げられます。昔製造した消
火器は加圧式で、鉄でできておりますので、湿気の
あるとこに置いておくと腐って破損してその部分が

に、防炎品を使用しましょう。
○ 火災を小さいうちに消すために住宅用消火器を
設置しましょう。
○ お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣
近所の協力体制をつくりましょう。

欠席者
臼杵 確会員、辛島光司会員、佐々木正博会員

● 出席報告

新開洋一会員、住本憲彦会員、藤本博和会員

第2231回（11月22日）
会 員 総 数
（内出席免除）
出

○ 寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐため

席

数

33名
0名
24名

（ 内 事 前 MU）

0名

欠

席

数

9名

出

席

率

７２．７３％

宮丸龍昭会員、米澤哲也会員、和田久継会員
※出席率の更正
◎11月13日の出席率は3名のメークアップ
により63.64％→７２．７３％に更正
事後メークアップ
磯永喜八郎会員（宇佐2001RC）
岩井謙次会員（宇佐八幡RC）
佐々木正博会員（中津RC）
閉会点鐘 発行 平成24年11月29日

