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◇歌唱  「我等の生業」        ◇贈呈式①茅ヶ崎市消防団第２２分団旗の贈呈 
◇贈呈式②｢茅ヶ崎吹奏楽５高祭｣へ支援金の贈呈 ◇会長挨拶 ◇幹事報告 ◇委員会報告 親睦 
◇卓話 ゲストスピーカー 茅ヶ崎消防長 太田 登様「消防の現況について」 
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＝本日の例会行事＝ 

年 月 日創立 

地区 

２０１３～２０１４年度 

2013 年 12 月 12 日（木） 第２６０７回例会 天候：晴れ 司会：古知屋光洋副幹事 No. 23 

◎ゲスト・ビジター紹介 

服部信明様（茅ヶ崎市長）・太田 登様（茅ヶ崎市消防長）・

長嶋 裕様（茅ヶ崎市消防団 副団長）・川田昌子様（茅ヶ

崎市消防団 第２２分団分団長）・櫻井輝一様（消防本部警

防課長）・梶山浩正様（消防本部警防課）・新倉徹也様

（｢５高祭」顧問代表・茅ヶ崎北陵高校吹奏楽部顧問） 

◎贈呈式 

＊茅ヶ崎市消防団第２２分団旗の贈呈      

ご挨拶…茅ヶ崎市長  服部信明様 

茅ヶ崎市消防団 副団長 長嶋 裕様 

＊｢茅ヶ崎吹奏楽５高祭｣へ支援金の贈呈  
ご挨拶…｢５高祭」顧問代表 新倉徹也様 

◎幹事報告 

◇ガバナー事務所より インターアクト通信 １月号 
◇ガバナー補佐より  第６回会長・幹事会開催の通

知 ･１２/１６（月）１８：３０～ ・茅ヶ崎「アップル」 
◇茅ヶ崎中央ＲＣより 創立３０周年記念例会 出席

の案内  
・２０１４年 ２/２１(金) １８：３０～２０：３０ ・茅ヶ崎ラスカ６

階 「ラスカサロンＡ及びＢ」 

◇茅ヶ崎青年会議所より  創立４５周年記念誌 
◇湘南信用金庫より 「新春をお客様に感謝する会」

の案内 
・２０１４年 １/１７(金) １１：３０～１２：３０ ・湘南信用金庫 

茅ヶ崎営業部 別館３階ホール 

◇タウンニュース 

◎会報着 台北西北・綾瀬 

左）茅ヶ崎市消防団第２２分団の団旗贈呈。左から服部信明市

長、出口会長、川田昌子分団長 右）茅ヶ崎吹奏楽５高祭支援

金贈呈式での新倉徹也様（北陵高校吹奏楽部顧問） 

上）団旗お披露目の

出口会長。2014 年

出初め式で公開予

定です 左）長嶋裕

茅ヶ崎消防団副団

長と川田昌子第 22

分団団長 



 
◎出席報告 半田朋子会員 

日時 回 現会員 計算会員 出席 ＭＵ済 欠席 暫定出席率 修正出席率 

１２／１２ ２６０７ ４０ ３９ ３３ ２ ４ ８９．７４％  

１１／２８ ２６０５ ４０ ３４＋３ ３３ １＋０ ３ ９１．８９％ ９１．８９％ 

 小林 亨君 お客様ようこそ。特に茅ヶ崎市長・服部様、茅

ヶ崎市消防長・太田様、ようこそいらっしゃいました。いつ

もお世話になっております。ベトナムから無事帰ってまいり

ました。 
岩澤あゆみ君 いよいよ X’mas パーティーも来週となりま

した。小さな頃から参加させて頂き、大好きな茅ヶ崎ロータ

リーの X’mas 会の設営側になることをうれしく思い、準備

をがんばってます。スマイルあふれるパーティーをお楽しみ

に！ 
［本日 23 件、37,000 円です］ 
※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

卓話「消防の現況について」 

茅ヶ崎消防長 太田 登様 

 茅ヶ崎市消防本部には現在 234 人の職 
員と、ポンプ車・はしご車・救急車など 
車輌 27 台があります。また、消防団としましては、１本部

と 22 の分団、消防団長以下 405 人、消防車輌 32 台で組織

されています。 
 我が国の消防が組織的活動を始めたのは、1600 年代にな

って「大名火消」といった組織が出来たのがきっかけでした。

城や大名屋敷を守るものでした。1718 年（享保 3 年）、初

めて町を守る「町火消」が生まれました。1872 年（明治 5
年）に消防組となり、明治 13 年には常設の、いわゆる官設

消防がスタートました。その後、大正・昭和・平成と組織の

変遷はありましたが、戦後の GHQ の方針に従い、消防行政

を組み入れた市町村消防が唱えられるなどして、昭和 23 年

3 月 7 日、消防組織法が制定され、新たな消防制度としてス

タートしました。 
 平成 25 年の茅ヶ崎の現況についてお話します。1 月から

の茅ヶ崎市内の火災発生件数は 62 件、死傷者は 3 人、負傷

者は 26 人で近年では最多となっています。建物火災が 39
件、林野火災 1 件、車輌火災 4 件、その他 18 件となってい

ます。火災原因は放火、または放火の疑いが 17 件、コンロ

からの出火は 13 件、たばこの不始末が 3 件です。火災原因

は放火が 15 年連続で日本一となっています。放火について

は計画性もなく実行されることも多く、そのため、火のつけ

やすい場所ならどこでも放火の対象となります。放火しにく

い環境づくりで対抗することが大切です。 
 今年は社会的影響力の大きな火災が数多く発生しており

ます。2 月 8 日、長崎市で発生した認知症高齢者グループホ

ームの火災では死者 5 人、負傷者 7 人。また、5 月 13 日に

発生した広島県福山市のホテル火災では、死者 7 人、負傷

者 3 人の人的被害が出ています。8 月 15 日に発生した京都

府福知山市の花火大会での露天商の店舗が発電に使用した

ガソリンの火災では、死者 3 人、負傷者 56 人という甚大な

人的被害が発生しています。また、10 月 11 日の福岡県福岡

市の整形外科医院で起きた火災では、一人で逃げ出すのが難

しい 70～80 代の入院患者など、10 人の方がお亡くなりに

なっています。近年では、高齢者を火災から守るというのが、

最大の課題の１つとなっています。 
 

スマイル報告 中山富貴子会員 

小澤耕一君 服部市長、太田消防長はじめ、市消防団の皆

様よくいらっしゃいました。新倉先生、「５高祭」の成功

を祈念します。 
大森久巳男君 茅ヶ崎市長・服部信明様、茅ヶ崎市消防

長・大田登様はじめ消防団幹部の皆様方ようこそいらっし

ゃいました。 
出口敬純君＆横山貢君 服部市長、太田消防長、長嶋副団

長、川田分団長、桜井課長、梶山さん、そして新倉様、よ

うこそおいで下さいました。消防長、卓話よろしくお願い

します。 
加藤 寛君 服部市長をはじめ多くの方々の訪問を歓迎

致します。 
伊藤留治君 服部市長本日はようこそ。太田消防長さん、

本日はおせわになります。 
吉田恵子君 先日、陸前高田から久慈まで三日間かけて被

災地を二年ぶりに回ってまいりました。がれき等はなかっ

たですが、まだ何も変わってないかと感じました。少しで

も前向きになっていけばと思いました。 
池上 實君 服部市長ご出席のもと、市の消防本部の皆々

ようこそ。太田消防長の卓話、心して拝聴いたします。 
程島利通君 茅ヶ崎服部市長様、茅ヶ崎消防署の皆様よう

こそ。 
下里洋一君 茅ヶ崎市長・服部信明様はじめ、消防の皆様

ようこそ。北陵高校吹奏楽部顧問の新倉徹也様ようこそ。

がんばって下さい。 
水嶋 聡君 皆様に幸有れ。 
平井 茂君 服部市長はじめ大勢の皆様、いらっしゃいま

せ。 
和田幸男君 お客様ようこそ。太田消防長、卓話よろしく

お願いします。 
椋梨晴喜君 今日も東京へ行くので早退させていただき

ます。 
河本啓伸君 たくさんのゲストの皆様、ようこそ。プログ

ラムにあります通り、12 月 23 日に茅ヶ崎市民文化会館大

ホールにて『茅ヶ崎吹奏楽５高祭』が開催されます。ご家

族・ご友人をお誘いの上、是非いらして下さい。いつもと

違う私に会えるかも．．． 
大箭剛久君 今年も残すところわずかになってきました。

例会もクリスマス例会を残すのみ。初参加なので楽しみに

しています。 
清水賢一君 ゲスト・ビジターのみなさまようこそ。太田

様、卓話楽しみにしています。 
西山国男君 ゲストの皆様いらっしゃいませ。太田消防

長、卓話宜しくお願いいたします。 
成田栄二君 本日早退します。卓話聞けず、残念です。 
山口利通君 服部市長、太田消防長はじめ関係者の皆様、

本日はご苦労様です。 
大木 暁君 ゲスト・ビジターの皆様、ようこそいらっし

ゃいました。太田消防長様の卓話、楽しみにしています。 


