第２５２４回例会（１７／１８年度第７回）
平成２９年８月２５日（金）

⑥同じく地区ロータリー財団セミナー開催の案内が参っ
ております。日時は 9 月 14 日（木）
、場所はメモワール

■ 点鐘並びに開会宣言～黒川 俊一会長
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■ 斉唱 ～ソングリーダー 鈴木 克明会員

（Ｒ財団委員長は出席をお願いします。
）

Ｒソング｢それでこそロータリー｣
■ お客様紹介 ～親睦活動委員会 久保田 一正委員

⑦昨日川崎高津ロータリークラブの納涼家族会に出席いた
しました。

富樫 剛 様（高津消防署長本日のゲストスピーカー） ⑧クールビズの期間は 9 月までとなっておりますのでご確
■ 会長報告 ～黒川 俊一 会長

認のほどよろしくお願いいたします。

①地区より 11 月 10 日,11 日にパシフィコ横浜会議センタ

■ 幹事報告 ～上松義典幹事会報裏面をご覧下さい。■

ーで開催される地区大会参加促進キャンペーン実施の案内

各委員会報告

が参っております。
つきましてはホストクラブの横浜西RC

☐ 出席委員会

より９月に入り訪問頂く予定になっております。
②地区大会記念「ポリオ撲滅チャリティディナーショー」
の案内が参っております。日時は 10 月４日（水）18:00 よ
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り、場所はロイヤルパークホテル（尚本日ディナーショー

□ 親睦活動委員会 ～佐野 和人委員長

の案内チラシを配布させて頂いておりますが、記載の問い

先日の納涼家族会には１５３名の参加がありました。

合わせ先の変更がございます。正しくは横浜保土ヶ谷ロー

９月１日の親睦サロンはフィオーレの森で行います。
タリークラブ事務局ですのでよろしくお願いいたします。
） □ゴルフ同好会 ～池田 裕一 幹事
詳細は事務局までお問い合わせください。又今回はロータ ゴルフ同好会では会員を募集しております。希望者は池田
リー財団・米山学友の演奏家たちの演奏を楽しむ内容とな

か会計の藤田（健）までお願いします。

っておりますが、その一人に「バオちゃん」が出演する予

９月２７日(水)第１回ゴルフコンペを行います。奮ってご

定になっております。楽しみにして頂きたいと思います。

参加ください。
又地区大会のゴルフコンペもお願いします。

③同記念「九州北部豪雨被災地支援チャリティゴルフ大会」 ■ 卓話 「糸魚川市駅北大火」概要
の案内が参っております。日時は 10 月 16 日（月）場所は ～富樫 剛様
磯子カンツリークラブ。ゴルフ同好会に取りまとめをお願
いします。
（詳細は事務局までお問合せ下さい）
④川崎中ロータリークラブ４５周年記念式典の案内が参っ
ております。日時は平成 29 年 10 月 17 日（火）午後３時
より、場所はホテル精養軒。
（会長、幹事で出席します）
⑤地区より当地区国際奉仕委員会ＨＰ開設の案内とそれ
に伴う各クラブ情報提供の依頼が参っております。

只今、
紹介に預かりました高津消防署
長の富樫でございます。

本日はこのような席にお招きいただきまして、誠にあり
がとうございます。

傷者が 17 名、という事になっています。被災者の状況は
120 世帯の 224 名。気象状況ですけども、台風並みの非常

又、川崎西ロータリークラブの皆様におかれましては、 に猛烈な南風が吹いていたという事でございます。災害対
日頃より消防署行政の推進にご支援を頂きまして誠にあり 策本部の設置状況ですけども、13 時 00 分に糸魚川市にお
がとうございます。

きまして、市長を本部長とします対策本部が設置されまし

本日のお話の前に若干、火災と救急の関係の統計につい た。出動車両の状況は、消防車両等 126 台、活動人員 1,005
てお伝えしたいと思います。

人、地元の糸魚川市の消防本部が消防車 16 台、地元の消

昨日まで高津消防署管内で25 件の火災がございました。 防団 72 台、活動人員 756 人ということで、地方の消防の
昨年同期が 36 件という事で、マイナス 11 件となっており

特色ですが、やはり公設の消防署より、地域の地元の消防

ます。
又、
市内では 213 件、
昨年同日が 225 件という事で、 団の方が非常に多くなっております。又、新潟県内の応援
こちらの方も若干少なくなっております。

消防隊の消防車、トータルで 34 台、活動人員 159 人とな

また、救急の方ですけども、昨年より若干増えて、概ね っております。又、新潟以外の県外の応援本部ですけども
1 日に市内で 180 件から 200 件の救急件数がございます。 消防車等 4 台、活動人員 16 人となっております。近隣の
火災の関係の今年の特徴としましては、非常に亡くなら

富山県または長野県からの応援がありました。

れている方が多くなっています。昨日現在で 10 名の方が 出火の翌日ですけども、消防車 105 台、949 人となってお
亡くなっておられます。昨年同日が 3 名ですので、大幅に ります。2 日間の合計としまして、消防車等 231 台、活動
増加しております。昨日の段階でもうすでに昨年 1 年間の 人員 1,954 人となっております。又、消防関係以外の関係
亡くなられた死者数を越えているような状況でして、消防 機関の活動状況ですけども、北陸地方整備局 車両等 12
局としても非常に危惧しているところでございます。
最近ですと秋田県横田市の、アパート火災で 5 名の方が

台 人員 105 人、糸魚川警察署 所属 38 部署 人員 515
人、又陸上自衛隊として車両等 42 台 人員 177 人、車両

亡くなりました。又少し前ですと、海外ですけども、ロン 36 台 ヘリ 6 機ということでございます。又、富山県防災
ドンの高層マンションで、映画さながらの映像が出て、非 ヘリとして、ヘリ 1 機 5 人が出動しております。又、民
常に多くの方が亡くなられています。又今年の 3 月に埼玉 間の方ですが、
建設業関係としまして 4 社 車両 19 台 簡
県の三芳町というところで、アスクルの大型倉庫が何日間 易水槽 13 基の提供もございました。又、製造業関係です
も延焼するという火災がございました。

けども業者 3 社 車両 32 台、ミキサー車ということで、

本日ご紹介いたし

中の生コンクリートを除いた状態で水を搬送して、水をい

ます糸魚川市の大火

っぱい運んで、簡易水槽まで運んでそこからポンプで消火

ですけども、この火

したという事でございます。給油所関係 業者 2 社 車両

災については、まず

等 4 台となっております。

はその周辺家屋が木

ここからは救急のお話をさせていただきます。これはス

造で密集して非常に

マホのアプリですが、国が作成しました Q 助というアプリ

燃えやすいという状況、当時の気象は南風でフェーン現象 です。皆さんがご自宅あるいは勤務先で救急車を呼ぶかど
が発生しておりました。又この地区の消防の規模ですけど うか迷った時に、このアプリのアンケート形式に答えてい
も、必ずしも大きなものではなかった事で、様々な条件が きますと、すぐに救急車を呼んで下さいとかそういった判
重なりまして大火になってしまったという事でございます。 断ができるようになっております。もちろん、怪我をされ
出火については 12 月 22 日 10 時 20 分頃、覚知、これは たあるいは意識がないような方はこういったアプリを使う
消防機関がその火災を知った時間ですけども 10 時 28 分、 ことなく、すぐに 119 番をしていただきたいと思います。
鎮圧が 20 時 50 分、これはその火災がそれ以上拡大しなく

また、皆さんの中で救急の救命講習を受けられた方がい

なった時刻という事でございます。鎮火ですけども、翌日 ると思いますが、いざそういった場面に遭遇した時に本当
の 16 時 30 分という事で、かなり長い間燃えていたという にできるかどうか不安な方もいっぱいいらっしゃると思い
事でございます。
出火場所は糸魚川市のラーメン店、原因につきましては

ます。そんな時に「すみません、誰か来て下さい」と検索
をしますとユーチューブに救急救命の仕方を動画で見るこ

大型コンロの消し忘れという事です。焼損棟数は 147 棟、 とができます。
「すみません、誰か来て下さい」も参考にし
焼失面積は約４万平米という事で、規模に致しますと概ね ていただきたいと思います。
サッカー場の 6 面位になるようなエリアでございます。焼

これで終わらせていただきます。どうもありがとうござ

失面積・焼失家屋のトータルの面積ですと 3 万平米余、負 いました。

