
                                                                                

 

本日の例会（第１７２２回）      ３／１（水） 

◆創立記念夜間例会及び I.D.M.を行います。 

次回の例会（第１７２３回）      ３／８（水） 

《米山月間卓話》 

◆卓話紹介会員 米山記念奨学委員会 委員長 北村 紀子さん 

◆スピーカー 米山奨学生 タパ カビタさん 

第１７２１回例会記録      ２／２２（水）晴 

◆司  会 伊藤 晋一君 

◆斉  唱 RS・日も風も星も 

◆ゲスト紹介 名古屋市北消防署 署 長    坂野  優様 

                  消防司令    吉川 忠宏様 

                   消防司令補    水谷 郁夫様  

                消防業務士    福田 尚子様 

出 席 報 告 

会 員 数  3６名  前々回訂正  1719回例会 

欠席会員数  ７名  欠 席 会 員  8名中 

出席会員数  29名  MAKE UP  2名 

出 席 率  80.56％  出席率訂正  79.31％ 

会  長  挨  拶 

                会長 西脇 良一 

本日は名古屋市北消防

署 坂野署長並びに優良

消防署員の方々をお迎え

して、楽しく例会を進めて

いきたいと思います。後ほ

ど優良消防署員の方々の

表彰と、坂野署長には卓話の方をお願いいたします。よろしくお願

いいたします。さて先日２月１５日に新入会員の研修並びに歓迎懇

親会が開かれ、私も初心に戻り研修を受け、その後懇親会と言うこ

とで、皆さんとの楽しい交流ができまして大変に嬉しく思いました。

また、その次の日２月１６日には東山ロータリークラブ創立２０周

年記念例会並びに懇親会に出席して参りまして、皆さんとの楽しい

交流ができまして大変に嬉しく思いました。先日テレビで春一番と      

 

か言っていまして、昨日も、結構風が強かったのですが、空気も乾

燥しておりますので、火事には、十分に気をつけていただきたいと

思います。 

幹 事 報 告 

1. 本日は職業奉仕委員会行事の一環としまして、名古屋市北消防

署の優良消防署員の方々に、後程  西脇会長より感謝状及び

記念品を贈呈致します。又、署長 坂野 優 様に卓話をして

頂くことになっておりますので、よろしくお願い致します。 

2. 来る４月２２日（土）に開催されます 2017～2018 年度の

ための地区研修・協議会のご案内をさせて頂きます。尚、出席

義務者の方にはご案内を同封致しましたので、３月８日（水）

までにご回答をお願い致します。その他の方で参加ご希望の方

は、事務局までお申し出下さい。 

日 時 ２０１７年４月２２日（土） 

   受付１１：３０～１２：５０ 会議１３：００～１７：００ 

場 所 ウェスティンナゴヤキャッスル 

登録料 １２，０００円 

3. 次週３月 1日（水）は創立記念例会およびＩ.Ｄ.Ｍ.となってお

ります。午後５時００分より受付、午後５時３０分より例会、

懇親会をアパホテル名古屋錦にて行いますのでお間違えのな

いようにお願いいたします。 

4. ロータリー手帳配布に関するアンケートの締め切りは本日ま

でとなっております。未回答の方は早急にご回答ください。 

5. 来る４月５日（水）の新旧理事役員委員長引き継ぎ会議のご案

内を同封致しました。回答及び申し送り事項の締め切りは、３

月２９日（水）までとなっておりますので、よろしくお願い致

します。 

6. 2017‐2018 年度理事役員委員会名簿を同封致しましたの

で、よろしくお願い致します。 

 

 

 

2016-17年度 R.I.テーマ 

 

クラブテーマ 

奉仕と親睦 
～相互理解・平和・笑顔～ 

 

ロータリークラブ 

W e e k l y  R e p o r t

２０１６～２０１７年度 Ｎｏ．３０ 

例会日：毎週水曜日 １２：３０～１３：３０ 創立：昭和５６年３月４日 

例会場：ΛＰΛ HOTEL名古屋錦 中区錦三丁目 15-30 （052）953-5111 

事務局：名古屋市中区錦三丁目 15-30 ΛＰΛ HOTEL名古屋錦 560号室 

   （052）961-2399（直通） （052）953-5111 FAX（052）961-2391 

   E-mail : meihokrc@beach.ocn.ne.jp 

会 長：西脇 良一 幹 事：加藤 あつこ 会報委員長：玉置 正樹 題 字：遠藤 友彦 



優良消防署員表彰 
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卓話 

 「名古屋市の消防署について」 

名古屋市北消防署 署長 坂野 優様 

 

 

 

 

 

 

消防署と言えば、「火災」「救急」と誰もがイメージすることと思いま

す。それは決して間違いではありません。 

 しかし、消防署が市内に何か所あって、また出張所が何か所あると

いうことは、皆さんご存知ないことと思います。 

名古屋市には、各区に１消防署が、つまり１６消防署が配置されてお

り、出張所は市内各区に合計４４か所、またハイパーレスキューと呼ば

れる特別消防隊が５か所配置されており、合計６５か所の詰所に消防車

等が配置されており、原則災害現場に近い詰所から出動することとなっ

ています。また、県営名古屋空港には、消防航空隊が配置されヘリコプ

ター２機を保有しています。 

救急車については、１６消防署、２３出張所、１特別消防隊の合計４

０か所の詰所から出動する体制となっております。 

また、災害出動する署員は、消防隊員は活動服を、救急隊員は救急服

を着装していますが、消防署では制服を着装している署員もいます。こ

の制服の署員は何の仕事をしているのか？と疑問に感じる方もいるで

しょう。 

この人達は、日勤職員で総務課員・予防課員であり、基本的には災害

出動せず、庶務担当、建物の査察、建物の消防同意事務、危険物の許認

可事務、自主防災組織の訓練指導等をしている職員であります。 

こうした制服職員は日勤勤務のため、多くの皆さん方と同様に朝出勤

し夕方帰る職員であり、休みも同様に原則土・日・祝日休みの勤務であ

ります。 

一方で、火災出動・救急出動等の災害出動は、３６５日２４時間、１

分１秒も切れ間なく出動可能な体制となっており、こうした職員は朝出

勤し翌朝まで勤務しており隔日勤務と言われております。隔日勤務職員

はいつ休みを取得するのか不思議に感じている方も、お見えになること

と思いますが、基本的に交代しながら休みを取得しています。 

また、消防団という言葉も多くの方が聞いていることと思います。い

くつの消防団があって何人いるかは、ご存じないことと思います。 

名古屋市は、小学校区毎に配置されており、市内全体で２６６の消防

団があり、北区内では１９消防団、４０５名（内女性１８名）の方が消

防団員となっております。 

消防団員は、地元を知り尽くし地域防災力の中核とされ重要な戦力で

あるところですが、サラリーマン化等の事由により、減少しているとこ

ろであります。名古屋市では「最も身近なボランティア」であります消

防団員を募集しています。 

その他、昨年（２８年）の火災・救急統計等の話をしたいと思います。 

このように、日頃あまり疑問に思うことも無く、また簡単に判明しな

い事項を今回説明することによりまして、市民の皆様に消防署の業務に

一層のご理解・ご協力を頂き、地域がより安心で安全な街になることを

期待いたします。 

二 コ ボ ッ ク ス 

尾関 正一君  

今日は猫の日“ニャーン”。 

梅村 美知容さん  

庭の梅が今年もきれいに咲きました。 

【名古屋北消防署 署長 坂野 優様、卓話宜しくお願いします。】 

西脇 良一君 岩田  滿治君 石黒  勉君 祖父江佳乃さん 

梶川 久雄君 遠藤 友彦君 平子 明資君 入江由希子さん 

小關 敏光君 尾關實津成君 杉浦 定文君 北村 紀子さん 

西脇 多吉君 

近藤  朗君 

梅村  篤君 

伊藤 晋一君 

横井  登君 

木村 雅一君 

阿部 美男君 

柴山 利彌君 

星川 直志君 

梅田  渉君 

玉置 正樹君 

加藤あつこさん 

斉藤 裕也君 

加島  光君 

 

 


