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「落語家の修行」

―2751 回 例会記録
山本会長の時間
皆様、こんにちは。今日は矢部房男会員
のご紹介で、逗子市消防長・草柳敦様の卓
話「逗子市消防本部のこれからの展望と課
題」をお願いしております。後程、宜しく
お願い致します。
話は変わりますが、今週の月曜日、4 月
1 日に新元号が発表されました。5 月 1 日
より「令和」の元号となり、新天皇陛下・皇后陛下が即位され
ます。今回の元号は、歴史上初めて日本の古典である万葉集か
ら採られたそうです。新元号については賛否両論がありますが、
30 年前に改元された「平成」の元号のように、段々となれて
くると思います。
明日、4 月 5 日は、小学校や中学校で入学式が行われます。
3 月末に満開を迎えると見られていた桜も、ちょうど今が見頃
で、天候に恵まれれば春の素晴らしい景色の中での入学式とな
るかと思います。また、役所や会社等では、既に新年度がスタ
ートしております。今年も残り 8 か月ですが、いのしし年らし
く、猪突猛進で行きたいと思っております。これで会長の時間
を終わります。それでは草柳様、卓話を宜しくお願い致します。

幹事報告
清水幹事 到着物：横須賀北 RC
開催案内：・4/9（火）18 時～ 「会長幹事会」
於：SASHO
ホスト鎌倉中央 RC
・4/27（土）15 時～ 於：第１相澤ビル６F、８F
「マイロータリ―クラブセントラルセミナー」
その他：4/22（月）１９時～２１時「日米懇親会」のご案内
が会長に逗子日米協会様より届いております。場所は
さざなみホールにて開催です。
委員会報告 村松雑誌委員長…今月も興味深い記事をピック
アップして皆様にお配り致しました。毎回勉強になり
ますので、是非、ご一読お願い致します。

財団ニコニコ 石田、菊池
各 ＄10
米山ニコニコ 船津、矢部（光）、菊池、横瀬
各 1,000 円
【出席報告】

長◆山本

会 長 ｴ ﾚ ｸ ﾄ◆大野 宏一

会員数 45 名（出席免除 3 名）
出席者 23 名 出席率 52.27%

2019 年 4 月 4 日―
【2019/03/23-24 インターアクト一泊研修 感想】
三浦 YMCA グローバル・エコ・ビレッジにて第 2780 地
区インターアクト一泊研修が行われました。逗子 RC からは
大野（地区インターアクト副委員長）鈴木弘毅（次年度クラ
ブインターアクト委員長・次年度地区インターアクト委員）
矢部房男会員・藤吉会員で参加。大野・鈴木弘毅会員は施設
一泊してフル参加してきました。初日は、気温が低く小雨と
雹が降る生憎の天気でしたが、参加アクターは元気が良く、
集会場へ変更したスポーツイベントや野外炊事場での BQQ
を楽しそうに行っていました。２日目は、天気が回復して、
午前中は長浜海岸に面する広大な運動広場でスポーツイベン
トができました。午後集会場へ戻りゲームを行い、続いて「３
年生を送る会」として今年卒業のアクター達に卒業証書の授
与後、閉会となりました。インターアクト活動に深くご理解
頂いております、脇ガバナー・杉岡ガバナーエレクト・久保
田ガバナーノミニーも予定調整して交代でご参加頂きまし
た。毎年この一泊研修では、インターアクト学友会と共に、
アクター達の中から実行委員会を立ち上げ（委員は立候補す
る）約３ヶ月間この日のために準備を行っています。休日を
返上して、参加アクター・顧問教師・ロータリアンが皆楽し
めるように努力して企画をし、リハーサルを行っていました。
「3 年生を送る会」は毎年感慨深いものがあり、アクターの
泣き笑いする姿を見る度に感動します。是非今後のご参加を
おすすめいたします。
（大野宏一会員）

４月理事会報告
・4/21（日）地区研修・協議会について：16 名出席。バス
にて市民交流センター文化プラザ前集合、10 時出発。
→ 承認
・4/25（木）例会場移動、親睦会について：横浜中華街廣
東飯店にて。18 時 30 分より例会。
→承認
・青少年交換受入れについて：委員会（石田・山本三・現次
幹事・ホストファミリー・松田カウンセラー）の設置。第
１HF に臼井会員宅
→承認
・5 月定例理事会の日程について：5/9（木）11 時から、
現次年度合同理事会開催とする。
→承認
・会員の入会について：稲垣正氏（株式会社パブリックサー
ビス代表取締役社長）推薦者（三宅会員、菊池会員）
→承認
・その他：山本会長より欠席の多い会員へ、例会への出席依
頼の電話する事。
→決定
報告事項 ①三浦豪太氏帰国報告会にていて、逗子市長（桐
ケ谷会員）からの協力要請に対し、チラシの後援に逗子 RC
の名を入れる事を許可し、
寄付金として 2 万円を拠出した。
②4/11 例会にソロプチミスと 4 名が来訪、コンサートチ
ケット販売への協力依頼。

卓話

逗子市消防長

草柳 敦
沿

氏

逗子市消防本部のこれからの展望と課題

革：昭和 25 年７月横須賀市からの分離・独立に伴

い、逗子町消防本部及び逗子町消防署を発足、逗子市逗

要請の判断として
① スマホ・タブレ

子５丁目現在の郵便局前）

ットを利用、入力し

昭和 35 年 11 月消防本部・消防署庁舎を現在の桜山
に新築移転し、消防業務を開始した。消防本部の下に

て助言を受けられる

小

坪分署・北分署がある

アプリがある。
② 消防署に電話をし、

現在の消防力

症状に見合った病

職員 93 名 はしご車・工作車含め 11 台、救急車 3

草柳消防長 と 総務課上原氏

院を紹介してもらう。

台本団の下に日頃は別の職業に従事している人が、いざ

③ 持病などある方はかかりつけの医者にまず相談する。

という時は消防団員となり、15 分団で地域の防災を担っ

課題 2 消防団員の不足 消防団は東日本大震災をき

ている。

っかけとして、消防団の在り方・装備品の強化を考えて

平成 30 年の活動状況：消防車の出動は 21 件で火災

いるが、消防団員のなり手がいない。定員 139 名に対し

は 8 件。災害は大きな被害のものはなく、比較的平穏で

て、現在 122 名で 87.8％、横浜市は 100％、県でも

住みやすい街である。

94％になっている。以前と違いサラリーマン化していて、

課題 1

救急車の適正利用

救急車の出動が 3.394

日中の団員が不足。

件、搬送が 3.168 人。全国で同程度の人口 58.000 人

そこで、女性団員の採用を強く勧めている。現在 4 名

の、常滑市、鳴門市、糸満市などに比較すると、非常に

の女性団員がいて、施設も作った。

多い。

切なるお願い：知り合い、従業員、社員等、団員の入団

3 台の救急車の搬送先は市外が 97％であり、1 件にか

に協力をお願いしたい。

かる時間が長いので、搬送すべき人、重篤な患者への対

展

望：多種多様に対応するために、隣接する市・町、

応が遅れがちになる。しかし家族にしてみれば当然の要

県、又国内を単位として、消防行政が果たすべき使命、

請でもある。救急車を呼ぶのを我慢して重症化するのも

市民の安全のため職員一丸となって邁進します。お力添

良くない。救急の要請を断ることはないが、適正利用の

えをお願いします。

線引きが難しい。

（担当：清水惠子）

草柳消防長は、
2010 年 3 月、当
クラブで消防署予
防課長として「住宅
用火災警報器の設
置を！」の卓話をさ
れました。

ニコニコＢＯＸ

本日合計

￥２８,０００

山本（由）君…5 月 1 日より新年号（令和）になります。草柳消防
長、卓話宜しくお願い致します。
清水（惠）さん…下山口の春は遅い。消防長草柳様よろしく。
安藤君…原子力空母の研修会、無事終わりました。
船津君、山口君、山科君…草柳様、スピーチ宜しくお願いします。
矢部（光）君…逗子市内の防災ご苦労様です。草柳消防長、本日の
卓話よろしく！
橘君…令和の年は平和な希望にあふれる年に。
矢部（房）君…草柳敦逗子消防長卓話宜敷く。
臼井君…春は名のみの風の寒さや。

累計

￥1,５１２,０0０

村松君…桜満開美しい。逗子市の消防のお話、楽しみです。
桐田君…杉花粉も終わり、快適です。
菊池君…草柳消防長ようこそお出で下さいました。
大野君、松田君、匂坂君、岡本（一）君…草柳様本日は卓
話宜しくお願い致します。
横瀬君…令和です。
横山君…大人になってはじめて山登りしてきました。山登
り同好会入ろうかな。
大下君…来週は娘の命日で休みです。

