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2019-2020 年度 

国際ロータリー会長／ マーク・ダニエル・マローニー  会長／ 持田 稔樹  副会長／ 釜屋 治男 

２６９０地区ガバナー／ 古瀨俱之          幹事／ 杉原 朋之   会 計／ 板垣 文江 

 
■■■ 例会プログラム ■■■   

例 会 日 卓 話 者 演 題 

11 月 14 日 
出雲市消防本部 平田消防署 

副署長 曽田 孝之 様 
火災予防について 

11 月 21 日 
ロータリー財団委員長  

恒松克己 会員 
ロータリー財団月間に因んで

11 月 28 日 ホテルほり江 18：30～ ５クラブ合同例会 

 

■■■ 出席報告 ■■■   

会員数 出席者数 欠席者数 出席率 

42 29 13 (8) 85.29 % 

■■■ 欠席者 ■■■   

石原輝／大谷良／神田／清原／園山 

（山根／牧野／遠藤／大谷厚／河原／高砂／伊藤／黒田） 

■■■ 来訪者 ■■■   

 11/7 堀江・平川・中田・溝本(松江しんじ湖) 

■■■ メークアップ ■■■   

 な し 
*********************************************************** 

■■■ 次回例会受付当番 ■■■   

（11 月 21 日）  大島淳司／板垣文江／伊藤義徳 

（11 月 28 日）  福田磨寿穂／釜屋治男／加藤 昇 

■■■ 近隣クラブ例会情報 （メークアップを考えましょう） ■■■  

月 出雲中央  11/25  12/23   
松江南  11/18(－)  

12/23  12/30(－) 

火 
出雲  11/19  11/26  12/10  

12/24(－)  12/31(－) 

松江しんじ湖  12/10  

12/24・31(－) 

水 大社 11/20 (－)  11/27  12/1   松江  12/18  12/25   

木 (－) ； ビジター受付 なし
松江東  11/21(－)  

12/19  12/26(－) 

金 出雲南  11/29  12/20  12/27(－)  

■■■ 会長挨拶 ■■■   

第31 回島根県 消防操法 訓練大会のお話です。 

昭和62 年7 月、当時は 29 歳、まだまだかろうじて走れる年代でした。 

選手が発表になり顔を合わせるとビックリ。 

元ブラスバンド部員が 3 人と、あと一人は指揮者でした。 

当初は 3 番員でポンプを掛ける役、そんなに走らないので安心していました。 

しばらく練習すると、一番速く走らなければいけない１番員が、リタイヤしてしま

いました。 

そして、なんとその役が僕に回ってきました。 

夜な夜な、どうやったらホース早くを延長できるか考えました？ 

当時は水は出さず、見た目とタイムの点数で競っていました。 

操法の前半は「技術」、後半は「タイムレース」。これはでは足の速い人が勝つ

のが当たりまえです。そこで思いついたのが、両手で巻き取らずに転がす、「片

手転がし操法」を考案しました。 

当時の消防署の担当に相談したら、それで行くことになりました。 

しかし前例はありませんでしたが、県に相談せずに本場のみ披露する事になり

ました。 

河川敷での「二市一郡」の練習会には「ビリで良いから、それは隠せ」という事

になりました。 

もう一つ提案しました。もっと早く走り止まる為に、スパイクを使用させてくれと

言いました。 

これも、これも前例がなく極秘扱いになり、当日のみ披露しました。 

大会の本番には、最後から 4 番目で、タイムも見た目のホースの真っ直ぐさも

一番でした。 

平田市の競技が終わった瞬間、どよめきが起こり、拍手喝さい、暫定一位に

なりました。 

 残りは地元のみになりましたが、審判が「あっちゃ向いてホイ」見ていないので、

地元開催地が逆転優勝でした。 

結果は四位入賞（技能賞）でしたが、それでも旧平田市始まって以来の快挙

でした。 

その後は、弾みがついて、旧平田市が二位や、地元を差置いての優勝もあり

ました。 

当時は、県下の消防署の競争のようで、地元が優勝を逃すことは殆どありま

せんでした。 

■■■ 幹事報告 ■■■   

１．地区ガバナー 古瀨俱之様、地区代表幹事 岸 篤彦様より  

台風15号千葉県災害復旧支援義援金のお礼状がまいっております。 

  2690地区として 2,455,321 円  

２．例会変更 

    ○大社RC  12/11(水) 18：30～  忘年家族会  会場 ゆたか亭 

       ビジター受付  11：30 ～ 12：30 事務局 

    ○出雲南RC    11/29(金) → 11/28(木) 5RC 合同例会  

               12/20(金) 夜の例会   

       ビジター受付  11：30 ～ 12：30 事務局 

    ○松江RC      12/18(水)  夜間例会 (家族忘年会) 

       ビジター受付  12：00 ～ 12：30 ホテル一畑 

    ○松江東RC    12/19(木)  夜間例会 (忘年家族会) 

       ビジター受付  12：00 ～ 12：30 ホテル一畑 

    ○松江南RC    12/23(月)  夜間例会 (年忘れ家族会) 

       ビジター受付  12：00 ～ 12：30 松江エクセルホテル東急 

    ○松江しんじ湖RC  12/10(火)  夜間例会 (忘年家族会) 

       ビジター受付  12：00 ～ 12：30 すいてんかく 

３．休  会  

    ○大社RC     12/25(水)  定款第8 条により 

       ビジター受付  な  し 

    ○出雲南RC   12/27(金)  定款第8 条により 

       ビジター受付  な  し 



    ○松江RC     12/25(水)  定款第8 条により 

       ビジター受付  12：00 ～ 12：30 ホテル一畑 

    ○松江東RC    11/21・12/26(木)  定款第8 条により 

       ビジター受付  な  し 

    ○松江南RC    11/18・12/30 (月)  定款第8 条により 

       ビジター受付  な  し 

    ○松江しんじ湖RC  12/24・31(火)   定款第8 条により 

       ビジター受付  12：00 ～ 12：30 すいてんかく 

■■■ 委員会報告 ■■■   

出席親睦委員会 ： 11 月の会員誕生・伴侶誕生・結婚記念祝い 

 

 

 

 

 

 

 

 

未来ビジョン委員会 ： 本年度の平田ロータリークラブのテーマは「ロータリー

は地域とともに」です。昨年の 45 周年事業では 50 周年に向かって平

田高校の「プラタナスプラン」への協働を軸とした事業への協力をうたい

ました。本年は、文科省の補助金を得て行う初年度です。この協働

事業について次のような要請が来ました。できるだけ協力していきたい

と思いますので、会員の皆様のご出席をお願い致します。 

 

記 

期 日： 令和1 年12 月24 日（火）12:30～14:30 

名 称： 平田高校「地域と高校生の未来を語る会」 

役 割： 平高生1～2年生全員を6～7人の46グループに分け、テーマに沿

った話し合いの進行役を務める。 ⇒ 平田クラブへの要請人数15 人 

備 考：テーマ等について事前説明会が行われます。 

    令和1 年12 月2 日（月）12:30～13:30 平田商工会議所 

■■■ スマイル ■■■   

持田稔 （平田消防署副署長、曽田孝之様 ようこそおいでくださいました。 

日頃は市民の安心安全の為にご活躍頂き有難うございます。 

本日はスピーチよろしくお願い致します。 

昨日は平田高校へ行きました。高校生が活発な意見発表をしてい 

ました。） 

佐々木 （平田消防署曽田副署長、ロータリーの例会へありがとうございます。

消防署の皆さんには患者さんの救急搬送で大変お世話になってお

ります。） 

内田 （曽田副署長様、本日はありがとうございます。スピーチ楽しみにしてい

ます。） 

石原俊（曽田副署長様、スピーチ楽しみにしています。  

この度副会頭に就任することとなりました。クラブの皆様にはご迷惑を

おかけしますがどうかよろしくお願い致します。） 

杉原 （土江光二会員、神テラスオープンおめでとうございます。） 

恒松 （スマイルボックスを用意しました。お使いくださいますと幸甚です。） 

土江 （１１月７日に大社稲佐の浜の交差点の所に「神テラス」と言う店をオー

プンいたしました。皆様よろしくお願いします。） 

 

 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■ 

火 災 予 防 に つ い て 

出雲市消防本部  平田消防署 

副署長  曽田孝之氏 

 

 

 

 

 

 

年間 37900 件の火災が発生しています。出火原因別ではタバコ・たきび・

コンロ・放火が多い。出雲市では 55 件たき火タバコや電気配線。平田で

は 7 件。たき火の広がった火災がおおい。「くよし」は必ず消防に届け出連

絡をしていただきたい。ゴミの焼却はやめていただきたい。 

収斂火災について。太陽光が虫眼鏡や凹面鏡の原理で発生する火災

で、東京では 10 年間に 61 件発生しているが、車両火災ではシート状の

ペットボトルの水や吸盤で発生する。ビニールハウスでは溜まった水がレン

ズになって発火する場合がある。15 時台の発火が多い。日が傾いて、部

屋の奥まで差し込んで、メイクようの凹面鏡で光が集約して発火する。ま

た猫除けのペットボトルで光が集約して発火するケースもある。15 時ごろ

の太陽の光は部屋の奥まで差し込んで、予想外の意外なものから発火

する場合がある。出かけるときはカーテンをして、金魚鉢や水が入ったビン

類を置かないこと。ビニールハウスの溜まった水はこまめに処理する。 

地震体験車は島根県の所有で、出雲市に来たときは平田消防署に保

管されているが、年間 700 人くらいの利用があって、最大震度 7 の地震ま

で体験できる。 

火災警報機は定期的な電池交換が大切。10 年が電池交換が目安で

寝室や 2 階の踊り場では義務設置とされている 

 


