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１月ロータリー理解推進月間です
例会報告 ＶＯＬ．５２ Ｎｏ．２１（Ｎｏ．2424） １２月２４日（水）晴れ（司会 古矢 満委員長）
本例会での主な事項
◎会長挨拶
◎外部卓話 常総地方広域市町村圏事務組合消防長
消防正監 鈴木重昭様
ビ ジ タ ー
常総地方広域市町村圏事務組合消防長 消防正監 鈴木重昭様
幹 事 報 告 山野井周一幹事
週報受理クラブ
なし
例会変更通知
守谷ＲＣ １月２日 休会
藤代ＲＣ １月１０日（土） 午後７時より １月１２日（月） 休会
竜ヶ崎ＲＣ １月６日（火） 新年会
理事・役員会報告
１. １月の例会予定
１月７日、１月２１日、１月２８日・・・・通常例会 １月１４日 新年会・歓迎会 １８時より 満月
２. 国際奉仕委員会より ツウンバ交換学生受入について
期間：１月１０日～１月１８日
男子１名 大学生、女子２名 高校生
３. 常総体育協会より協賛金について
例年通り・・・２万円
・・・・・・・・・・・・・承認されました・・・・・・・・・・・・
会 長 挨 拶

武藤康之会長
皆さん今日は、そして本日のお客様の鈴木消防長、私どもの例会にお忙し
い時間をさいてお越し頂きまことにありがとうございます。会員一同歓迎申し
上げます。鈴木様には後ほどお話しを頂戴いたしますので、どうぞよろしくお
願い致します。
さて今日は、日本国内のクリスマスイブについて少しお話致したいと思います。
日本では、「恋人と過ごす日」という認識が「家族と過ごす日」とされる欧米諸
国よりも多く、それが宗教的なものではなく、ただのイベントとしての捉え方が
多い事は皆さんよくご承知の通りだと思います。１２月２５日を過ぎるとお店の飾りつけも街に流れる音楽も一
変にお正月に向けた物に様変わりしていく事が正に象徴的ですね。
ところで、日本ではいつ頃から「イブの夜は恋人と過ごす」事になったのでしょうか？東京ではすでに昭和初
期から若者たちはカップルでイブを過ごす姿があったようです。当時一般紙であった報知新聞（現在の読売
ジャイアンツ新聞）は昭和６年１２月２５日付けの朝刊で「クリスマスイーブ（東京）」という題で次のような記事を
載せています。登場人物は若い男女２名ずつです。 男①「モシモシ、失礼なんですけど、貴女がたはお二
人だけなんですか？」女①「マァ、失礼な方」 男②「僕たちも二人っきりで、さっきからカスンでるんでス、一
緒にご飯を食べてくれませんかァ？」 女①「マァ、図々しいワネ」女②「アラ、いいわよ。その代りお支払は君
たちがするのよ。」 男両方「O・K」 昭和６年を送ろうとしているお嬢様たちは、この位チャッカリしていらっ
しゃるのです。こうして楽しいクリスマスの犠牲になって、悔しがりながらシメられる七面鳥の数は東京全市で
１２００～１３００羽にのぼるのです。 このような記事でした。昭和初期の「正しいナンパ」とでもいうのでしょう
か？ 昭和６年と言えば、この年の９月に満州事変があり、翌７年には５・１５事件が起き、そして昭和１１年に
２・２６事件が起き、翌１２年に支那事変が勃発し日本が泥沼の戦争へと突き進んで行くきっかけとなってしま
った年のように思います。そんな暗い世相の中でも、当時の普通の若い男女は、今の若い世代と同じように、
楽しい毎日を送りたいと考え、実際にそのような行動をしていた事が分かると、とても微笑ましく、またホッとし
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た感情を覚えます。
今年１年会員の皆様には大変お世話になり、誠にありがとうございました。山野井幹事ともども感謝申し上
げます。また来年も様々な事業があります。本年同様、会員の皆様にはご支援・ご協力をお願いし年末のご
挨拶といたします。大変ありがとうございました。
外 部 卓 話

常総地方広域市町村圏事務組合消防長 消防正監 鈴木重昭様
わが国の消防が組織的な活動を始めたのは１６００年代になって大名火消、あ
るいは定火消しと言った組織が出来たときからだといわれております。これは城
や大名屋敷を守るためのものでありました。１７１８年（享保３年）に初めて町を守
るための組織、町火消し「いろは４７組」が生まれました。
明治５年に消防組となり、明治２７年には、消防組の育成を図るため「消防組規
則」が制定され、消防組の全国的な統一を図っています。その後、大正、昭和と
その時代に応じて組織、制度の変遷がありましたが、戦後、地方制度が大きく
改正され、消防についても新たに予防行政等を組み入れた市町村消防が唱えられる等して消防組織法が制
定され昭和２３年、戦後の新たな消防制度としてスタートとし、現在に至っています。
常総広域の母体は旧水海道消防本部です。明治２７年８月水海道町消防組が設置され時代の変遷をへて、
昭和３６年２月消防団常備部発足、部員１２名でスタートをしました。この時の車両は水槽付き消防ポンプ車１
台、連絡車１台。昭和３９年４月消防団常備部を廃止し、消防本部（消防署）を設置し消防長以下１７名で発
足しました。そして、昭和４１年１０月にトヨペット４１年式救急車１台を水海道ロータリークラブさんから寄贈さ
れました、救急車において救急業務を開始しております。昭和５２年４月１日組合消防本部発足水海道消防
署・守谷出張所・谷和原出張所開設同年６月１３日から両出張所仮庁舎において業務開始。平成１８年３が２
７日つくばみらい市誕生により伊奈町消防本部が編入される。
明治２７年の消防組規定によって全国的に統一した姿で消防組、現在の消防団がスタートをしました、昨年
で消防団１２０年、消防組織制度（昭和２３年）自治体消防６５周年にあたり記念大会が東京ドームで、天皇皇
后両陛下のご臨席の下、内閣総理大臣をはじめ多くの来賓者を迎えまた、全国から３万７千人の消防職団員、
消防関係者が参加し盛大に行われました。
緊急消防援助隊についてお話をしたいと思います。
皆さんもいろいろな災害の時ニュースなどで緊急消防援助隊という言葉を耳にすることがあると思います。
創設は阪神淡路大震災での教訓（「近代消防」という業界紙を読んでおりましたら消防の１代転換点となった
大震災と書かれておりました。神戸市消防局は持てる人員と機材を総動員して、懸命の消化、救助、救急活
動を行ったが、予想を上回る被害に消防活動が困難を極めたこと。多くの生き埋め者全員を消防部隊だけで
救出することが不可能であったこと。全市にわたって消防隊の数を超える多くの火災が同時に発生し、なお
かつ水道が断水し消火栓が使えなかったこと。一方、救急車の搬送能力を超える負傷者が発生し、なおか
つ、その収容期間そのものが被災する異常事態であった。）を踏まえ、平成７年に創設された。１９年前になり
ます。緊急消防援助隊は大規模・特殊災害発止時における人命救助活動等を効果的かつ迅速に実施する
消防の援助体制を国として確保したものです。大規模災害時の都道府県域を超えた消防の広域応援枠組が
緊急消防援助隊です。たとえば、東日本大震災です、２０１１．３月１１日～６月６日までの８８日間に及ぶ派遣
期間中に延べ１０万４千人以上の隊員と２万７千以上の部隊が被災地へ派遣され長期間にわたり消防活動を
行いました。派遣された部隊は航空部隊、陸上部隊そして海上部隊です。航空部隊（防災ヘリ）は情報収集・
人命救助・空中消火、陸上部隊は消化・救助活動に従事した。海上部隊はコンビナート火災の消火活動に
従事。地元消防本部とも連携して５,０６４名もの人員を救助しました。当消防本部でも東日本大震災福島県に
出動、福島県消防学校に駐留。３月１１日発生から数日置いた３月２５日～４月１０日⇒１７日間派遣救急隊
（３人）及び後方支援隊（３人）２隊、４回２４名を派遣。延べ県内１７消防本部総員３０６名が出動しております。
任務は、福島第一原子力発電所で起きた放射能漏れ事故対応として、屋内退避区域内にいる医療機関の
患者、高齢者福祉施設の入所者等を区域外の医療機関に搬送する必要が生じた場合に、これを担当する。
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出動機会はありませんでしたが、大変貴重な経験をして帰ってまいりました。
茨城消防救急無線・共同指令センターの運用開始について
まず最初に、消防緊急無線は電波法関係審査基準において平成２８年５月末日までにデジタル方式に移行
することに決定しております。今後予想される南海トラフ地震や首都直下型地震等の大規模災害時に出動し、
救命・救助を行う緊急消防援助隊の活動を円滑にするため、現在アナログ方式で運用されている消防緊急
無線をデジタル方式に移行させて災害に強い消防通信基盤を構築することが目的。
茨城県では、県内の消防本部がバラバラにデジタル無線の整備をしたり、現在の指令センターに接続をした
のではいろいろな弊害があるため、茨城消防緊急無線・共同指令センター協議会を設立し、平成２８年６月
に運用を開始するため、現在準備を進めています。
出 席 報 告

鈴木勝久副委員長

会員総数

出席者数

欠席者数

出席免除

メーク

出席率

５６名

４０名

１６名

０名

９名

８７．５０％

ニコニコボックス 五木田益城委員長
入金計 ￥57,000
累計 ￥1,066,000
鈴木消防長ようこそお出でくださいました。今年はお世話になりました。来年も宜しくお願いします。武藤会員
皆様今年も一年お世話になりました。鈴木消防長様、卓話よろしくお願いします。 山野井会員
鈴木消防長卓話宜しくお願いします。 長塚・白井・青木（英）・大澤 各会員
米山功労賞頂きました。 鈴木（邦）会員
メリー・クリスマス 青木（清）会員
一年間ご苦労様でした。１/１０～１/１８ツウンバの学生が来ます。何かとご協力を宜しくお願いします。
北村（英）会員
一年間皆様に大変お世話になりました。ありがとうございました。 染谷（昭）会員
今年一年お世話になりました。来年もよろしくお願い致します。 荒井会員
今年一年大変お世話になりました。よい新年をお迎え下さい。横浜で北村英明会員のお嬢様・紗和子さんの
演奏を聴いてきました。素晴らしい演奏でした。
五木田（裕）会員
一年間お世話になりました。 海老原・小島・五木田（利） 各会員
この一年お世話になりました。皆様良いお年をお迎え下さい。 松坂会員
本年は何かとお世話になりました。来年もよろしくお願いします。 秋田会員
一年間お世話になりました。新年も元気で会いたいですね。 青木（正）会員
今年もお世話になりました。武藤会長・山野井幹事半分過ぎました。残りの期間はこれから短くなる一方です。
もうひと頑張って下さい。 大串会員
一年間大変お世話になりました。来年も何卒宜しくお願い致します。良いお年をお迎えください。また鈴木様
卓話宜しくお願い致します。 石井会員
本年もお世話になりました。
松崎会員
本年最後の例会です。来年も宜しくお願いします。 古矢会員
今年もお世話になりました。 石塚（克）・山牟田・山崎 各会員 和久事務局
来年も宜しくお願いします。 染谷（秀）会員
今年一年お世話になりました。来年もよろしくお願いします。ＳＡＡ活動に於いては特に、隅屋さん、熊谷さん
には大変お世話になりました。来年もご活躍期待しております。 五木田（益）会員
先週休みました。 島田会員
例会欠席しました。 鯉沼会員

会報委員会

鈴木茂徳委員長

二本松恭行副委員長
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本橋美章委員

