
 

 

点 鐘・ソング 国歌 奉仕の理想 

 

―会 長 挨 拶― 
谷田川 敏幸会長 

 
 

皆さんこんにちは。本日も例会出席ありがとうござ

います。 

先週は山田ガバナーをお迎えしての公式訪問例会、

そしてクラブ協議会を開催させて頂きました。 

例会ではロータリーに対する思いや理解度を高め

るための講話を頂きました。そしてクラブ協議会では

ガバナーからの質問事項に際しまして、各常任委員長

より私の方針に準じた説明や発表をして頂きました。

皆様、お疲れ様でした。 

また山田ガバナーからは、講評の中において、当ク

ラブの取り組みについてお褒めの言葉を頂くと共に、

多くの皆様の参加と、特に今まで３０クラブを訪問し

ましたが、新入会員の方６名も参加してくれたクラブ

は初めてですと、大変喜んで頂きました。 

ご参加頂きました皆様と、特に新入会員の皆様のご

協力に改めまして感謝を申し上げます。ありがとうご

ざいました。今後とも宜しくお願い申し上げます。 

先ほど１１月定例理事会を開催させて頂きました。

後ほど幹事よりご報告がありますが、４名の新入会員

を推薦させて頂きました。理事会において承認頂きま

したので、後日皆様にご通知させて頂きますが、ご意

義が無ければ年明けの１月より入会する事になりま

す。その節には皆様宜しくお願いします。特に新入会

員の皆様、半年で後輩が出来ることになりますが、 

 

 

 

 

 

いじめないで、優しく接して頂ければと思います。宜

しくお願いします。 

さて、本日は福地消防長をお迎えしての例会です。 

本来でしたら１０月にお願いしておりましたが、こ

ちらの都合で本日となってしまい、ご迷惑をおかけし

て申し訳ございませんでした。そして、ご都合を付け

て頂きお越し頂き、大変ありがとうございました。 

後ほど卓話の時間に消防行政につきまして、我々の

知らない事ですとか、新しくなりました施設につきま

して、ご講話頂ければ幸いです。ご指導の程、宜しく

お願い申し上げます。 
 

 

 

―お 客 様― 
 

館林地区消防組合 

消防長 福地 保幸様 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

R.I加盟承認 １９５８年６月２日 

Club ID  １３９５６ 

２０２０年１１月１３日(金) 第３０５２回例会報告（Ｎｏ，１７） 

館林ロータリークラブ会報 

ロータリー２０２０～２０２１度 

  ロータリーは機会の扉を開く  
第２８４０地区 ２０２０～２０２１年ロータリーのテーマ 
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―米山功労者感謝状授与― 

 

第６回米山功労者 

浦野 隆会員 

  第５回米山功労者 

新井 進会員 

 
新井 保会員 

 
 

第２回米山功労者 

関井 宏一会員 

古川 正道会員 

 

第１回米山功労者 

山本 樹会員 

 

小堀 良武会員 

 
 

―会務報告― 
谷田川 敏幸会長 

 
           

（1）Ｒ２．１１．６（金） 

ガバナー公式訪問             

於・ジョイハウス 

        参加者 ３９名 

（2）Ｒ２．１１．６（金） 

第４回クラブ協議会            

於・ジョイハウス 

参加者 谷田川敏幸・本島克幸・新井 進・飯塚一成 

    石川長司・磯野哲也・上野和路・菊地晴美 

    小暮雅𠀋・小堀良武・渋澤 勉・関井宏一 

    関口 昇・瀬山欣春・多田善洋・中世吉昭 

    中村研司・長柄 純・根岸利正・野辺昌弘 

    羽鳥紫乃・藤島 厚・本間美儀男・松本耕司 

    宮内敦夫・本島勝則・矢島 孝昭・山本 樹 

（3）Ｒ２．１１．７（土） 

ロータリー財団補助金管理セミナー   

                於・前橋商工会議所 

        参加者 石川長司・関口 昇 

（4）Ｒ２．１１．１１（水） 

館林市緑を守る会臨時総会       

於・館林市文化会館 

        参加者 小堀 良武 
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５．今 後 の 予 定 

⑴ Ｒ２．１１．１３（金） 

２０２１～２０２２年度理事・役員指名委員会   

 於・増喜 

     対象者 パスト会長・会長・幹事     

会長エレクト・副幹事 

⑵ Ｒ２．１１．１７（火） 

イルミネーション点検作業         

於・谷田川倉庫 

⑶ Ｒ２．１１．２０（金） 

クラブ新入会員セミナー        

 於・ジョイハウス 

     対象者 会長・幹事・クラブ研修リーダー 

メンター・メンティー 

⑷ Ｒ２．１１．２１（土） 

イルミネーション設置作業        

於・館林駅前通り 

⑸ Ｒ２．１１．２５（水） 

第４９回ロータリー研究会           

                   於・ＺＯＯＭ 

     対象者 パストガバナー・地区役員    

クラブ会長（第２部のみ） 

⑹ Ｒ２．１１．２８（土） 

足立年度 第１回ガバナー補佐会議 

   対象者 次年度ガバナー補佐       

 於・ロイヤルチェスター前橋 

⑺ Ｒ２．１２．３（木） 

ガバナー公式訪問後 ５クラブ合同懇親会 

於・ジョイハウス 

    対象者 会長・幹事・会長エレクト・地区役員

地区委員・次年度ガバナー補佐 

⑻ Ｒ２．１２．４（金） 

年次総会                

於・ジョイハウス 

⑼ Ｒ２．１２．５（土）女性フォーラム      

 於・ホテルメトロポリタン高崎 

        対象者 女性会員 

⑽ Ｒ２．１２．５（土） 

米山面接官オリエンテーション 

対象者 地区委員            

於・ホテルメトロポリタン高崎 

⑾ Ｒ２．１２．５（土） 

米山学友会忘年会      

於・ホテルメトロポリタン高崎 

     対象者 米山カウンセラー・米山記念奨学生 

⑿ Ｒ２．１２．５（土） 

イルミネーション点灯式      

              於・館林駅ロータリー 

⒀ Ｒ２．１２．６（日） 

ＲＬＩセミナー パートⅢ    

於・前橋問屋センター会館 

      対象者 会長エレクト・副幹事・地区委員 

⒁ Ｒ２．１２．２６（土） 

クリスマス家族会            

於・ジョイハウス 

⒂ Ｒ３．２．２０（土） 

イルミネーション撤去作業        

於・館林駅前通り 

⒃ Ｒ３．４．２１（水） 

第４分区Ａ・Ｂ１０ＲＣ親睦ゴルフ大会 

於・太田双葉カントリークラブ 

⒄ Ｒ３．６．１２（土）～１６日（水） 

国際大会              

於・台湾 台北 

 

―理 事 会 報 告― 
本島 克幸幹事 

 
 

１０月定例理事会 

令和２年１１月１３日 AM11：00～ 

於：ジョイハウス 

１．会 長 挨 拶 

２．出 席 者 確 認    
※義務出席者  １５人中 １４人出席 

出席者（敬称略） 

谷田川敏幸・石川長司・松本耕司・本島克幸 

瀬山欣春・小堀良武・新井 進・野辺昌弘・長柄 純

毛塚 宏・中村研司・渋澤 勉・関口 昇・山本 樹 

オブザーバー：中世吉昭 

３. 資 料 確 認 

４. 報 告 事 項 

５. 今 後 の 予 定 

６．協 議 事 項 

⑴ ガバナー公式訪問５クラブ合同懇親会に関する件   

－承認－ 

  【日 時】令和２年１２月３日（木）１８：００～ 

  【会 場】 レストラン ジョイハウス 

  【登録料】 一人 ５，０００円（個人負担） 

        クラブ負担金 １０，０００円 

  【対象者】 会長・会長エレクト・幹事・地区役員

地区委員・次年度ガバナー補佐 

⑵ シャトル元旦号「新年挨拶広告」に関する件      

－承認－ 

     前年スタイル 

       掲載料金 ⇒ ２０，０００円（税別） 

       ※クラブのＱＲコードを入れる 
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       ※誤字脱字を訂正 

⑶ 女性フォーラムに関する件     －承認－                  

⑷ 会員退会に関する件        －承認－                 

⑸ 新入会員推薦に関する件      －承認－               

    ４名 

    メンターを１２月理事会で協議 

    シャトル年賀広告に掲載 

⑹ ボーイスカウト館林第１団寄付金に関する件              

－継続－ 

⑺ その他 

 ・３名の入会に伴う現会員Ⅱ型会員資格変更について 

 ・２月より 例会場 文化会館を予定（暫定的） 

 ・理事欠員に関する件 

 

７．そ の 他 

⑴ 各委員会報告・提案 

・クラブ研修常任委員会 

   １１月２０日 新入会員研修セミナー開催 

（例会終了後） 

  ・プログラム。健康増進委員会 

１１月 卓話予定 

日  程       予 定 者 

１１月 ６日  ガバナー公式訪問 

          国際ロータリー第２８４０地区 
          ガバナー 山田 邦子 様 

１１月１３日  各種祝い 

館林地区消防組合 

          消防長 福地 保幸 様 

１１月２０日  上毛新聞社 

          東毛総局長 阿部 和也 様 

          東毛総局 館林支局長  

御山 まゆみ 様 

１１月２７日  宮内 敦夫 パストガバナー 

 

★ 次回理事・役員会開催日  

Ｒ.２年１２月４日（金）  １１：００ ～    

於・ ジョイハウス 

 

 
 

 

 

 

―幹 事 報 告― 
幹事 本島 克幸 

１．例会場・例会時間の変更 

◆太田南ＲＣ       

１１月２４日（火）→ 例会場変更 

           会 場 太田グランドホテル 

  １２月 １日（火）→ 例会場変更 

           会 場 太田グランドホテル 

  １２月 ８日（火）→ 山田邦子ガバナー公式訪問 

           会 場 太田グランドホテル 

  １２月１５日（火）→ 休 会 

  １２月２２日（火）→ 忘年親睦夜間例会 

            点 鐘 １８：３０ 

            会 場 ホテルふせじま 

  １２月２９日（火）→ 休 会 

◆富岡かぶらＲＣ     

１１月１７日（火）→ １１月１４日（土）・１５日（日） 

            親睦旅行 

            場 所 福島県 母畑温泉 

１２月 １日（火）→ 夜間例会 

            点 鐘 １８：３０ 

            会 場 ジプシー 

１２月２２日（火）→ クリスマス家族会 

            点 鐘 １８：３０ 

            会 場 アミューズ富岡 

  １２月２９日（火）→ 休 会 

（定款第８条第１節（ｃ）により） 

２．会報、週報 

 

３．その他 

◆ガバナー事務所 

①地区補助金申請・報告におけるアドレス登録の 

お願い 

 ②米山面接官オリエンテーションのご案内 

  【日 時】１２月 ５日（土） １５：４５～       

登録・受付１６：００～１７：００   

面接官オリエンテーション 

  【会 場】ホテルメトロポリタン高崎 

  【対象者】地区委員 

 ③米山学友会「忘年会」のご案内 

  【日 時】１２月 ５日（土） 

１６：３０～      登録受付 

     １７：００～１９：３０  忘年会 

 【会 場】ホテルメトロポリタン高崎 

 【対象者】米山カウンセラー・米山奨学生     

地区委員 

◆館林商工会議所 

「商工たてばやし №４４３」 

◆東日観光㈱ 

２０２１年国際ロータリー年次大会（台北大会） 

参加旅行募集案内 
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🔸各種お祝いの発表🔸 

―会 員 の お 祝 い― 
親睦活動委員会 

 飯塚 一成委員長 

 
                   （敬省略） 

会員誕生日 

 古川 正道   昭和 39年 11月 6日 

 渋澤  勉   昭和 37年 11月 23日 

 中世 吉昭   昭和 34年 11月 9日 

 菊池 晴美   昭和 43年 11月 5日 

ご夫人誕生日 

 浦野  隆夫人 昭和 32年 11月 5日 

 中村 研司夫人 昭和 51年 11月 4日 

 石川 正直夫人 昭和 51年 11月 17日 

結婚記念日 

 小暮 雅𠀋   昭和 45年 11月 25日          

 長柄  純   昭和 48年 11月 7日 

本島 克幸   平成 1年 11月 8日 

石川 長司   昭和 54年 11月 3日 

小堀 良武   平成 14年 11月 9日 

泉田 嘉弘   昭和 58年 11月 14日 

山岸 孝昭   平成 22年 11月 22日 

本島 勝則   平成 14年 11月 9日 

 

― 委員会報告 ―     
クラブ研修常任委員会 

新井 進常任委員長 

 

 11月 13日（金）例会終了後に新入会員セミナーを開

催いたします。メンティー8 名、メンター8 名、会長、

幹事、クラブ研修リーダーと多くの方が参加予定になっ

ています。 

 新人セミナーも大切ではありますが、それ以上に日頃

より一人一人全員の会員が、新入会員がロータリークラ

ブに早く馴染めるよう接する事が大切ですので、ご協力

をお願いいたします。 

 

館林のまつり委員会 

小暮 雅𠀋副委員長 

 
 

 11月 21日（土）にイルミネーションの設置作業が行

われますが、その前にイルミネーションの点検作業を 

11月 17日（火）16：00～18：00に谷田川倉庫に於いて

行います。 

当日はロータリーのジャンパー、マスク、軍手をお持ち

下さい。多くの方のご参加をお願い致します。 

 

プログラム・健康増進委員会 

横田 善次副委員長 

 
 

 インフルエンザワクチンを館林ロータリークラブの

会員分を集める事ができました。 

12月 2日（水）、5日（土）、9日（水）、12日（土）の 

15：00～16：00 にお越し頂ければワクチンの接種を行

います。65 歳以上の方は市・町より配布された高齢者

インフルエンザ予防接種予診票（負担金無料）をご記入
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の上ご持参下さい。64 歳以下の方は、予防接種の問診

表を用意致しましたので、ご記入の上来院下さい。 

 

出席・ニコニコ BOX委員会 

矢島 孝昭委員長 

 
例会出席報告 

    通算３０５２回例会 

会 員 数 

出席率算出会員数 

５３名 

５２名 

出 席 者 数 ３５名 

欠 席 者 数 １７名 

出 席 率 67.31％ 

前前回修正 75.00%～82.70％ 

 

ヽ(^。^)ノニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ 

 

☆谷田川 敏幸会長        大変 

 本日は福地消防長様をお迎えしての例会です。 

 どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

☆石川 長司副会長 

 本日館林地区消防組合消防長 福地保幸様 

 卓話よろしくお願いします。 

☆本島 克幸幹事 

 福地消防長ご来訪ありがとうございます。 

☆新井 保会員            

 米山で表彰頂きましたので。 

☆野辺 昌弘会員           

 忘れ物をしましたので。 

☆中村 研司会員          

 先日は妻の誕生日に素敵な花束をありがとうござ

いました。 

☆山本 樹会員  

 毛塚先輩の元気な姿を見られましたので。パッピー。           

☆小堀 良武会員 

 本日は福地消防長ありがとうございます。 

☆根岸 利正会員 

 本日は、館林地区消防組合消防長 福地保幸様に卓

話をして頂きます。日頃、消防団でお世話になって

おります。重ね重ね御礼申し上げます。ありがとう

ございます。 

― 卓 話 ― 

 
紹介：プログラム・健康増進委員会 

根岸 利正委員長 

 
 

館林地区消防組合 

消防長 福地 保幸様 

 
 

本日は、館林地区消防組合について紹介させて頂きます。 

【消防組合の設立】 

 本来消防という業務は、各市町村が主体となって行う

仕事と法律で決められていますが、それだと効率が悪い

ため、消防の仕事だけを集めて、組合という形で組織を

したものが、館林地区消防組合となります。1市 4町 

（館林、板倉、明和、千代田、邑楽）で構成しています。 

消防本部は県内で 11か所、関東 1都 6県では 134か所、

全国で 726か所あります。 

 館林地区消防組合は昭和 45年に設立され今年で50年

を迎えます。設立当初の職員数は 60 名でしたが、現在

は 191名となっています。 

【管内の状況】 

 当管内は比較的災害が少ない所と言われていますが、

昨年の台風 19号ではかなり危険な状態になり、紙一重

で大きな災害を免れることが出来ました。我々の業務の

中には、消防、救急に加え水防という業務も含まれてい

ます。 

 管内の面積は、175.31㎢ということで、これは管轄

する面積が県内で伊勢崎に続き 2番目に狭いです。これ
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は、各署に分散している緊急車両が、緊急時現場に早く

到着することが出来るということで、恵まれていると言

えます。当地区では平均 7分間で救急車が到着すること

が出来ます。 

【消防組合のしくみ】 

 館林消防組合は管理者ということで館林市長が代表

者になっており、各町の町長が副管理者になっています。 

それに付随した組織として館林地区消防組合議会があ

り 11名の議員がおります。又、監査委員、公平委員が

おります。その下に消防本部、消防署、消防団という組

織があります。 

消防本部には総務課、予防課、警防課、通信指令課が

あります。 

消防署は各市町に 1署と、他に館林には分署として 2

つあり計 7つの署があります。管轄する面積からして 7

つの署は全国的にみても多い方です。 

 消防団は各市町に 1つずつ 5つの消防団に 23の分団

があり、団員数は 668名です。この人数は県内でも 2番

目に少なく、大きな水害が発生した場合には、対応する

のに不十分な人数です。今後増員を目指しています。 

【消防職員の現況】 

 現在 191名の職員がいます。その内毎日現場で活動を

している者は 48名程度です。これは 365日 24時間対応

する為の勤務システムによるものです。月の出勤日数は

10日から 12日ですが、勤務時間が長い為、拘束時間は

一般の方の 1.5倍となっております。 

【消防車両の現況】 

 消防本部、各消防署が所有する消防車両は 52台あり、

その他に消防団に約 50台あります。消防車両の価格は

一般的な水槽式消防ポンプ自動車で 6 千万円、救急車で

4千万円、消防団の車両で 2千万円します。約 20年間

使用後買い替える為、毎年 5台程度購入することになり、 

車両の購入費による支出が多くなっております。 

【火災発生状況】 

 昨年 71件の火災がありました。この数は人口当たり

としては多い方です。1番の火災原因は、焚火の拡大で

す。この地域は農耕地帯であるため、物を燃やす習慣が

あるためだと思われます。 

【救急出動状況】 

 救急出動は年間 6千件を超えており、1日平均 16件

以上、26人に 1人の割合で搬送されていることになり

ます。これだけ増えますと、管内に 7台の救急車を運用

していますが、度々救急車が全部出払ってしまう状況に

陥っております。その一因として、館林厚生病院が整形

外科の救急患者の受け入れが出来ない為、管内の病院に

搬送するケースが減っております。以前は管内の病院へ

の搬送率は 80％でしたが、現在搬送出来るのが 60％を

切っております。そうしますと、出動し病院に搬送して 

 

 

戻ってくるまでの時間が長くなってしまいます。この問

題を解決するためには救急車の増台も考えております。 

【高機能消防指令センター】 

 この度、消防署庁舎を新しく改築するにあたって、22

年ぶりに高性能消防指令装置を導入しました。       

この装置により、119番通報の際、携帯電話の GPS機能

を使いピンポイントで現場を特定する事が出来る様に

なりました。また、外国人からの 119番通報時、通訳を

介して 3者間で通話が出来る様になりました。 

音声による 119番通報が困難な聴覚・言語機能障がい者 

が円滑に消防への通報を行えるように NET119緊急通報

システム（事前登録制）も導入されました。 

 

記念品贈呈 

  

 
 

 

S・A・A   小堀 良武委員長 

 
               お疲れ様でした。 
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