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●司 会  須山須山須山須山    文夫文夫文夫文夫    SAASAASAASAA 

●●●●点 鐘  渡辺渡辺渡辺渡辺    冨士夫冨士夫冨士夫冨士夫    会長会長会長会長    

●斉 唱  「奉仕の理想」 

本日本日本日本日のののの卓話者卓話者卓話者卓話者紹介紹介紹介紹介                                        渡辺渡辺渡辺渡辺    冨士夫冨士夫冨士夫冨士夫    会長会長会長会長    

布川布川布川布川    二三夫二三夫二三夫二三夫    会員会員会員会員    

来訪来訪来訪来訪ロータリアンロータリアンロータリアンロータリアンのののの紹介紹介紹介紹介                        長倉長倉長倉長倉    連治連治連治連治    新睦委員長新睦委員長新睦委員長新睦委員長    

東京中央東京中央東京中央東京中央ＲＣＲＣＲＣＲＣ                                                        村上村上村上村上    和男和男和男和男    様様様様    

会長報告会長報告会長報告会長報告                                                    渡辺渡辺渡辺渡辺    冨士夫冨士夫冨士夫冨士夫    会長会長会長会長    

・1月 19日(水)に理事会を開催致しました。 

詳細は議事録をご覧下さい。 

・2011～2012 年度米山奨学生世話クラブの依頼が地区よ

りございます。 

・国際ロータリー日本事務局よりマルチプル・ポールハリ

ス・フェローのピンが届いております。 

 鈴木幹久 会員(3回目) 

炭谷博功 会員(2回目) 

 久保博和 会員(1回目) 

鈴木昇二 会員(1回目) 

 

・先週週報で報告いたしました“救急搬送車寄贈贈呈式”

でいただきました感謝状を回覧いたします。 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告              鈴木鈴木鈴木鈴木    昇二昇二昇二昇二    幹事幹事幹事幹事 

・2010 年手続き要覧が発行されましたので配布いたしま

す。各自でご一読下さい。 

・横浜市赤十字血液センター所長 長島様より 1 月 4 日献

血推進運動のお礼がございました。 

・救急搬送車寄贈の件では、安藤会員・武者会員ありがと

うございました。 

 

 

 

    

出席報告出席報告出席報告出席報告            岩﨑岩﨑岩﨑岩﨑    寛寛寛寛    出席委員長出席委員長出席委員長出席委員長 

メークアップメークアップメークアップメークアップ    

野沢隆幸野沢隆幸野沢隆幸野沢隆幸・・・・林鶴林鶴林鶴林鶴・・・・安藤賢一安藤賢一安藤賢一安藤賢一・・・・石渡利治石渡利治石渡利治石渡利治・・・・石川庸石川庸石川庸石川庸・・・・岩﨑寛岩﨑寛岩﨑寛岩﨑寛    

須山文夫須山文夫須山文夫須山文夫                                                                        各会員各会員各会員各会員    

スマイルレポートスマイルレポートスマイルレポートスマイルレポート((((ニコニコボックスニコニコボックスニコニコボックスニコニコボックス))))    伊藤伊藤伊藤伊藤    佳子佳子佳子佳子    副会長副会長副会長副会長    

布川布川布川布川    二三夫二三夫二三夫二三夫    会員会員会員会員    

本日つたない卓話、無理に聞いていただき ありがとう 

ございます。 

寺尾寺尾寺尾寺尾    巖巖巖巖    会員会員会員会員    

正月二日に野沢会員に大変お世話になりましたので。 

遠藤遠藤遠藤遠藤    悦弘悦弘悦弘悦弘    会員会員会員会員    

二三夫様の卓話楽しみに聞かせて戴きます。 

大藪大藪大藪大藪    善一善一善一善一    会員会員会員会員    

平和フェロー ポップ君の結婚式に出席して 

昨夜バンコックより戻りました。 

渡辺渡辺渡辺渡辺    冨士夫冨士夫冨士夫冨士夫    会長会長会長会長    

・本日は布川会員の長い間消防団奉仕に対する受賞、クラ

ブとしても大変喜んでます。 

鈴木鈴木鈴木鈴木    昇二昇二昇二昇二    幹事幹事幹事幹事    

・布川二三夫さん、今日は卓話宜しくお願い致します。 

・最近風邪が流行しているようです。快眠・快食を心がけ 

 ましょう。 

 私は特に暴飲に気をつけます。 

    会員数 対象者 出 席 欠 席 出席率 

1845 回 64 56 32 24 57.14% 

1843 回 64 58 35 23 60.34% 

前々回の修正メークアップ   7名 修正出席率          72.41% 

第第第第３８３８３８３８期期期期    

会会会会    長長長長    渡辺渡辺渡辺渡辺    冨士夫冨士夫冨士夫冨士夫    

副会長副会長副会長副会長    竹田竹田竹田竹田    正和正和正和正和    

                伊藤伊藤伊藤伊藤    佳子佳子佳子佳子    

幹幹幹幹    事事事事    鈴木鈴木鈴木鈴木    昇二昇二昇二昇二    

ＳＡＡＳＡＡＳＡＡＳＡＡ    須山須山須山須山    文夫文夫文夫文夫    
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例会日例会日例会日例会日：：：：毎週水曜日毎週水曜日毎週水曜日毎週水曜日    ＰＭＰＭＰＭＰＭ１２１２１２１２：：：：３０３０３０３０～～～～    

例会場例会場例会場例会場：：：：大本山川崎大師平間寺信徒会館大本山川崎大師平間寺信徒会館大本山川崎大師平間寺信徒会館大本山川崎大師平間寺信徒会館    
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第１８４５回（本年度 第２６回） 例会 平成２３年１月２６日  －晴－ 
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本日本日本日本日ののののニコニコニコニコニコニコニコニコののののテーマテーマテーマテーマ    

‘‘‘‘「「「「私私私私とととと消防団消防団消防団消防団」」」」長年長年長年長年にわたりごにわたりごにわたりごにわたりご苦労様苦労様苦労様苦労様でしたでしたでしたでした’’’’    

矢野清久・坂東保則・飯塚元明・寺尾巖・神田正彦 

石渡勝朗・伊藤佳子・牛山裕子・中村眞治・竹田正和 

長島亨・鈴木幹久・船山昭三・秦琢二・嶋崎嘉夫  

各会員 ¥41,000 

    

    

    

    

    

    

    

委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告    

新睦活動委員会新睦活動委員会新睦活動委員会新睦活動委員会                                長倉長倉長倉長倉    連治連治連治連治    新睦委員長新睦委員長新睦委員長新睦委員長    

2 月 23 日（水）創立記念例会は、横浜ベイシェラトンホ

テル&タワーズにて午後 6時点鐘で行ないます。 

当日は増田次年度会長の「DANDY2」を迎えコンサートを

企画しましたので多くの会員の参加をお願い致します。 

国際奉仕委員会国際奉仕委員会国際奉仕委員会国際奉仕委員会                                            鈴木鈴木鈴木鈴木    昇二昇二昇二昇二    幹事幹事幹事幹事    

姉妹クラブ締結延長を兼ねて台北西門 RCへ訪問を企画し

ております。参加希望の方は 2月 9日（水）までに水口国

際奉仕委員長もしくは事務局まで申出下さい。 

日程は 3月１４～16日の 3日間で予定しております。 

フォローアップフォローアップフォローアップフォローアップ委員会委員会委員会委員会                        神田神田神田神田    正彦正彦正彦正彦    副委員長副委員長副委員長副委員長    

本日午後 6 時 30 分より「もっと知り合おう会」を開催い

たします。場所は駅前ラチッタデッラの３階イルピノ－ロ

（イタリアンレストラン）です。宜しくお願い致します。 

地区地区地区地区インターアクトインターアクトインターアクトインターアクト委員会委員会委員会委員会                        増田増田増田増田    昌美昌美昌美昌美    委員委員委員委員    

韓国 3630 地区インターアクトの高校生が 30 名ほど 1 月

21日（金）に来日され日本の高校生と交流会を行ないまし

た。24日（月）に帰国されましたが高校生同士交流を楽し

んでいました。初日は横浜美術館へ行き、日曜日はウォー

クラリーを行ないました。昨年は同じ地区へ日本から訪問

し奉仕活動を行ないました。そのときは現地の新聞テレビ

等の取材がすごくあったそうで今回日本も取材がくるの

かと聞かれましたが来ないとは言えず、通訳の方を通して

上手に伝えていただきました。 

交流は実施するのは大変ですが、とても素晴らしい事業だ

と思い帰ってまいりました。 

 

 

 

 

 

 

卓話卓話卓話卓話「「「「私私私私とととと消防団消防団消防団消防団」」」」                                布川布川布川布川    二三夫二三夫二三夫二三夫    会員会員会員会員    

この度消防団の団長をしていたことで今回天皇陛下より

勲章を戴いたということで 3月 6日にお祝いをするわけで

ございますが、その前に何か卓話で話してくださいと牛山

会員から依頼されまして 80 年間の総括をロータリーに絡

めながら話してみようと思いお受けいたしました。 

子供の頃からの話になるかもしれませんので眠くなった

方は気にせずお休み下さい。 

消防団に入団したのは昭和29年 10月頃だったと思います。 

当時は百姓とのりをつくっていましたが埋め立ての計画

があり、その保証金を元にガソリンスタンド経営をはじめ

た時です。 

消防消防消防消防のののの歴史歴史歴史歴史    

慶安慶安慶安慶安 3333年年年年（（（（1650165016501650年年年年））））    

幕府直属の 4,000石以上の旗本をもって組織された 

[定火消]が江戸城防火のために設置された 

正徳正徳正徳正徳 2222年年年年（（（（1712171217121712年年年年））））    

江戸城や武家屋敷防火の為[大名火消]が組織された 

享保享保享保享保 3333年年年年（（（（1718171817181718年年年年））））    

大岡越前守により[町火消]が設置され[いろは 48組]が発足 

明治明治明治明治 5555年年年年（（（（1872187218721872年年年年））））    

[町火消]は廃止され[消防組]と改組された 

明治明治明治明治 14141414年年年年（（（（1881188118811881年年年年））））    

警察・消防の事務は全て[東京警視庁]に移管される 

 

振袖火事振袖火事振袖火事振袖火事    ====    明暦明暦明暦明暦のののの大火大火大火大火といわれているといわれているといわれているといわれている    

 

「「「「臨港消防団臨港消防団臨港消防団臨港消防団」」」」    

昭和昭和昭和昭和 4444年年年年 5555月月月月、旭町に初めて川崎消防組所属の第 1常設消

防所が開設され以後、昭和 12年までに常設消防所が開設 
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昭和昭和昭和昭和 14141414年年年年 12121212月月月月、特設消防署規程の改正施行により神奈川

県川崎消防署が開設された。「消防組」を「警防団」に組

織変更 

昭和昭和昭和昭和 18181818年年年年 12121212月月月月、市域を 3分して既設の川崎消防署の他、 

あらたに臨港消防署と中原消防署が開設 

昭和昭和昭和昭和 20202020年年年年 5555月月月月、4月 15日の川崎大空襲により管内の大部

分が焼失した為、臨港消防署は川崎消防署に併合 

昭和昭和昭和昭和 23232323 年年年年 3333 月月月月、自治体消防が発足し、川崎消防本部が設

置された。川崎・中原・高津各消防団が発足 

昭和昭和昭和昭和 25252525 年年年年 6666 月月月月、戦災により焼失した川崎消防署庁舎を再

建。臨港出張所が開設 

昭和昭和昭和昭和 34343434年年年年 7777月月月月、臨港出張所が臨港消防署に昇格    

昭和昭和昭和昭和 35353535 年年年年 4444 月月月月、川崎市消防団の設置等に関する規則の改

正により、川崎消防団を分割して「臨港消防団」が新設さ

れ初代団長に青山正市氏が就任 

昭和昭和昭和昭和 44444444年年年年 9999月月月月、千鳥町出張所に化学消防艇「第 2川崎丸」

が設置される 

昭和昭和昭和昭和 49494949年年年年 12121212月月月月、初代団長青山氏が退団し第 2代団長に松

原誠一氏が就任 

昭和昭和昭和昭和 60606060 年年年年 3333 月月月月、消防庁長官から臨港消防署、臨港消防団

に竿頭綬が授与される 

昭和昭和昭和昭和 62626262年年年年 4444月月月月、第 2代団長松原氏が退団し、第 3代団長

に井上和三郎氏が就任 

平成平成平成平成 8888 年年年年 10101010 月月月月、川崎市消防団員任免条例が改正され女性

に消防団への入団が認められる（11名入団） 

平成平成平成平成 10101010年年年年 4444月月月月、第 3代団長井上氏が退団し、第 4代団長

に布川二三夫氏が就任 

平成平成平成平成 12121212 年年年年 2222 月月月月、財団法人日本消防協会会長から臨港消防

団に表彰旗が授与される 

平成平成平成平成 18181818年年年年 12121212月月月月、川崎大師平間寺から中型バスが寄贈され

「川崎大師号」として配置される 

平成平成平成平成 22222222年年年年 4444月月月月、第 4代団長布川氏が退団し、第 5代団長

に石切山幸一郎氏が就任 

 

 

 

 

 

川崎市消防団川崎市消防団川崎市消防団川崎市消防団のののの組織図組織図組織図組織図    

川崎市長川崎市長川崎市長川崎市長    

↓ 

８８８８消防団消防団消防団消防団    

川崎・臨港・幸・中原・高津・宮前・多摩・麻生 

↓ 

２８２８２８２８分団分団分団分団    

川崎第 1～５・臨港第１～３・幸第１～４ 

中原（中原・大戸・住吉・玉川・丸子） 

高津（高津・橘・作延） 

宮前（宮前・野川・向丘） 

多摩（稲田・生田） 

麻生（麻生・東柿生・柿生） 

↓ 

４１４１４１４１班班班班    

 

大師ロータリーが３８周年ですが知らない間にチャータ

ーメンバーが寺尾さん・久保さん・私の３名になってしま

いました。私は寺尾さんになれといわれロータリーに入り

ましたが分からないまま年をとってしまいました。 

大会に出席した時、クラブの名前を呼ばれると立って 

‘ハイ’って手を上げ返事する光景を見たときおおげさな

クラブだなと思った。みんな親しそうにするがとてもビッ

クリした印象が今でもある。 

そのときは皆さんお偉い方々ばかりだと思っていたが、た

いしたことはないと。なぜなら自分も同じ会員だからと思

い直した。でもやっぱり最初は誰もが周りが偉く見えるん

ですよ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回例会 

平成２３年２月９日（水） 

卓話 

竹田 正和 会員 

坂東 保則 会員 

 

クラブ会報委員会：村石庄作・水口衛・秦琢二 
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