
 
 

 

 

 

 

第３２回例会記録(通算第 2560 回)  

平成 25（2013）年４月８日 

 

斉唱 国歌 君が代 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

 

来訪者紹介 

熊本市消防局 松村新二様 

飯能 RC副幹事 山岸敬司様 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. 米山記念奨学会よりカウンセラー委嘱状が届いており

ます。 

4. オハイエくまもとよりお礼状が届いております。 

5. 肥後の水とみどりの愛護基金より「くまもとの水資源愛

護啓発」講座開講の案内が届いております。 

6. 熊本中央 RC より創立25周年記念例会・懇親会のご案

内が届いております。 

  

 

出席報告（現王園敏伸君） 

会員数 出席数 出席率 
前々回 

修正出席率 

５９名 ３８名 66.67％ ７７．１９％ 

出席規定適用免除者 ７名 欠席記録免除者 0名 

名誉会員 ０名（会員数には含まれません） 

 

 

会長報告（浅山弘康君） 

我社の場合、現在、エコキャンペーンを実施し、エコに

取り組んでいますが、その一環として、この度、荒尾市のラ

ジオ送信所の敷地を利用し、太陽光発電を行うことと致しま

した。電力の買取価格 1Ｗ×＠42 円の申請を経産省に行

っておりましたが、認可がおりましたので 4 月に工事に入

り、10 月から発電を行う予定です。敷地は約 4,000 坪で総

発電量は 880Ｋｗ 個人宅で換算しますと約 270 戸をまか

なうものです。太陽光発電の場合、一番のポイントは送電

線への接続コスト（発電側の負担）ですが、たまたま近くに

送電線があったために、その負担がほとんどかからなかっ

たことが幸いしました。1Ｗ＠×42 円の価格で 20 年間買い

取りが保証されています。以上、会長報告と致します。 

 

 

幹事報告（漆島典和君） 

１．地区広報・ITセミナーのご案内が届いております。 

2. 熊本グリーンRACより第28回ローターアクト研修会本登

録のご案内が届いております。 

花見の会、大変盛り上がりました。親睦委員会の皆さんありがとうございました！ 

 

1.今日の歌 

2.来訪者紹介 

3.会長･幹事・各委員会報告 

4.外部卓話 岩男愼治様 

（光輪寺住職）  

        

  
 

４/１５ 職場訪問＠熊本ワイン(株) 

ワイン会＠松葉 

４/２０ 玉名中央ＲＣ３０周年 

＠ホテルしらさぎ 

４/２１ ２０１３－２０１４地区協議会 

＠人吉カルチャーパレス 

４/３０ 第 4回熊本市域RC会長・幹事会

及び懇親会 

＠ニュースカイホテル 
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例会変更のお知らせ 

○グリーンＲＣ～合同例会の為日程変更 

[変更前] ４月１５日（月）１８：３０～ 

[変更後] ４月１８日（木） 

○０５福祉ＲＣ～合同例会の為日時場所変更 

[変更前] ４月１６日（火）１２：３０～ 

[変更後] ４月１７日（水）１８：００～ 

[場 所] ユウベルホテル 

○菊南 RC～合同例会の為時間場所変更 

[変更前] ４月１７日（水）１２：３０～ 

[変更後] １８：００～ 

[場 所] ユウベルホテル 

○平成 RC～夜の例会の為時間変更 

[変更前] ４月２４日（水）１２：３０～ 

[変更後] １８：３０～ 

○熊本西 RC～定款に基づき休会 

[変更前] ４月３０日（火）１２：３０～ 

○０５福祉 RC～定款に基づき休会 

[変更前] ４月３０日（火）１２：３０～ 

○熊本東 RC～定款に基づき休会 

[変更前] ４月３０日（火）１２：３０～ 

○東南 RC～定款に基づき休会 

[変更前] ５月１日（水）１２：３０～ 

○熊本北 RC～定款に基づき休会 

[変更前] ５月２日（木）１２：３０～ 

 

 

委員会報告 

 

●ローターアクト委員会（工藤青史君） 

熊本南 RAC創立 30周年記念式典のご案内 

 

●野口会長エレクト 

４月21日（日）2013-2014地区協議会のご案内 

 

●親睦委員会（井上雅文君） 

本日の花見の会のご案内 

５/２５ゴルフコンペのご案内 

 

    ［結婚祝］           ［誕生祝］ 

園田修司君  4.1      田川憲生君    4.2 

野田三郎君  4.3      現王園敏伸君  4.3 

田邉信一君  4.13 

喜讀宣友君  4.19 

松本嘉七君  4.22 

井上雅文君  4.23 

塩井泰明君  4.26 

漆島典和君  4.28 

渡邉秀章君  4.29 

 ［結婚祝］ 

［誕生祝］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●スマイルボックス（坂本研一君） 

○山岸敬司様（飯能 RC）  Ⅱ 

皆様よろしくお願い致します。 

○浅山弘康君・漆島典和君・古財良一君 

本日の卓話者（松村新二）様に心から感謝します。 

当クラブへの来訪者（飯能）RC の山岸敬司様を歓迎いた

します。 

○坂本研一君・古財良一君・漆島典和君・星野誠之君  Ⅹ 

第 4 回世継宮曲水の宴に際しまして、会員の皆さまに大

変ご迷惑をお掛け致します。立派なお祭りが御奉仕でき

ますように、精一杯精進致します。感謝。 

○髙宮 宏君 

先週の土曜日、入学式を行いました。そして浅山会長に

ご来賓挨拶を頂きまして、本当にありがとうございました。

お蔭様で定員 280 名のところ、6 名オーバーしまして、本

年度は 286名の新入生を迎えました。 

○工藤青史君 

4月 14日の熊本南ローターアクトクラブ創立 30周年に多

くのご出席をお願い致します。 

○川越 武君  Ⅴ 

皆様お久しぶりです。大変ご心配ご迷惑をおかけしました

が、この度無事退院致しました。今回の入院で改めて健康

の大切さを痛感致しましたので、今後は無茶をせず、健康第

一に生活して行く事を誓い、スマイル致します。 
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○山本 円君 

3月は体調不良の為欠席しまして、大変申し訳ございませ

んでした。久しぶりの例会は新鮮です。 

○原 裕一君 

昨日の時代絵巻では田川さん、井上君お疲れ様でした。

格好よい姿に子ども達もとても興奮していました。それから

川越さん、山本さん、東矢さん、退院おめでとうございま

す。 

○寿崎肇君  

熊本教育振興会創立 30 周年の記念に初代内閣安全保

障室長をなさった、佐々淳行先生をお招きし、講演を頂き

ました。大好評でした。少しご恩返しが出来たかなと喜ん

でおります。多くの参加者に感謝してスマイルさせて頂き

ます。ありがとうございました。 

○井上雅文君  

昨日、城下町くまもと時代絵巻のイベントに甲冑武者隊の

一員として参加させて頂きました。加藤清正公の旗本とし

て、甲冑姿で白川河川敷よりシンボルロードを通り、熊本

城へ入場するというものです。肌寒い天候でしたが、甲冑

を着ると自然とテンションが上がり、当時の事を想像しなが

ら楽しむことができました。貴重な体験をすることが出来、

感謝してスマイルさせて頂きます。 

○喜讀宣友君  

本日は所用のため早退します。お詫びのスマイルです。 

○平尾豊幸君  

本日は所用のため早退します。お詫びのスマイルです。 

 

 

外部卓話（玉田光識君） 

「情報指令課の業務と近年の火災状況について」 

松村新二様  

（熊本市消防局  消防

指令長） 

 

情報指令課の概要 

119 番通報を受ける

課です。1 日の着信件

数は 140 件くらいです。

そのうち救急が100件くらいで、残りは火災、火災に至らない

警戒、交通事故や建物閉じ込めなどの救助、犬・猫の救助、

蛇の駆除もあります。犬・猫の救助、蛇の駆除など本来の業

務ではありませんが、困っている方を見捨てるわけもいかず、

出場しています。通報要領として、何があったか、場所はどこ

かが大切で、固定電話での通報であれば、NTT と契約を交

わして情報をいただいていますので、その情報をもとに場所

が迅速に把握できます。が、違う場所の場合もありますので、

すべてにおいて場所の確認は行います。携帯電話の場合

は、位置情報を取得して、最大で２０ｍくらいに絞り込むこと      

できますが、ピンポイントでの位置は取得できませんので、

言葉による情報が大切になります。今いる場所を大きな目標

物で伝えてもらえると、消防車を迅速的確に出場させること

ができます。ほかに、障害をお持ち方でも 119 番通報できる

ように、メール１１９やファックスによる 119 番通報も受信可能    

です。 

近年の火災状況について 

平成 24 年中における火災件数は 132 件、前年は 174 で

42件減少しています。132件の中で建物火災は 89件で、内

訳は一般住宅と共同住宅で約 60件、住宅以外が 30件とい

う割合です。負傷者は 29 人、死者 5 人でほとんどが住宅火

災で発生しています。出火原因は様々ですが、上位を占め

るのは毎年ほぼ一緒で、放火 21 件、タバコ 15 件、てんぷら

油 14件、ストーブ 7件、火遊びや配線器具合わせて 9件な

どが続きます。この上位に占める出火原因は、殆どが住宅火

災です。それでは、なぜ火災になるのかの経緯と予防対策

について、出火原因の上位から説明します。 

１ 放火について 

放火については、どこに火を点けるのか、どこを狙うのか

予測できません。つまり、完全には防ぎようがないのです。た

だ、事務所や会社、住宅など、建物の周りに燃えやすい物を

置かない。燃えやすいものとは、ダンボールや束ねた紙類、

燃えやすい不用品などを言いますが、放火の的となりますの

で、片付けることが防ぐ手段と思います。また、夜間、人とか

の動きでライトが点くセンサーライトは、有効な方法と思いま

す。 

２ タバコからの出火について 

タバコの燃焼について簡単に説明します。タバコの燃焼

時間は吸引しなければ約14分で、燃焼温度は中心部で700

度、表面で 200度程度、ちなみに吸引時には 900度に達す

ると言われています。着火危険として、たとえば布団で考え

ると、布団のみであれば無炎燃焼を継続し、それのみの燻

焼で終わる可能性がありますが、もう一つ立ち上がるような可

燃物（襖など）があれば、有炎に変わり燃焼拡大する危険が

あります。畳では、ヘリとヘリの間部分での無炎燃焼を継続

します。ヘリ部分には床の下からの風の流通があるからだと

思います。ほかの部分では無炎燃焼は継続しにくいと思い

ます。ごみ箱内の紙くずへの着火は、状況にもよりますが約

10 分程度で有炎燃焼し、プラスチック製のごみ箱であれば、

20分程度で原形がなくなります。1例として、飲酒後、布団を

敷き泥酔状態で寝タバコをしながら、就寝してしまい、無炎

燃焼する煙に気づかず、ついに燃焼拡大したため、そのま

ま亡くなったという例もあります。タバコからの出火は、その部

分が深く燃えこむので、タバコからの出火と判定します。ガラ

ス製の灰皿をお使いの方は、一定量の吸殻が入っていれば、

燃え差しのタバコから無炎燃焼を継続し破損、タバコの燃え

残りが飛散し、他の可燃物に燃焼拡大する可能性も十分あ

ります。 
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３ てんぷら油からの出火について 

まずは、てんぷら油の発火温度を知っておくべきです。

発火点とは着火源を与えなくても、加熱することで火が点

くということで、その温度は燃料の種類によって差がありま

す。一方で、引火点もありますが、これは一定の温度に達

したものに、火を近づけると燃え出すということです。てん

ぷら油が加熱されて発火に至る温度は、新品と新品でな

い場合で違いがありますが、おおよそ 370度で火が点きま

す。発火時間は、もちろん油の量やスイッチの強弱で違い

ますが、５００ｃｃ（ペットボトル 1本）の量で 8分前後加熱す

ると発火します。発火に至る過程では、まず白煙が漂い、

いよいよ発火温度に達すると、ボッと音を立てて燃えあが

ります。燃え上がる高さも、もちろん油の量で違いますが、

５００ｃｃであれば天井まで至るのは間違いありません。て

んぷら油火災には消火器が有効ですが、消火方法などを

確認しておくことが火災予防の原点かと思います。てんぷ

ら油凝固剤による火災もあります。使用したてんぷら油を

処理するため、凝固剤を入れる前に温めなおそうと再度

点火し、それを忘れてしまって、火災になったという事例も

あります。 

４ 配線器具からの出火 

事業所も住宅も共通するのが、配線器具からの出火で

す。コード類の過負荷通電、半断線、トラッキング現象に

よる出火があります。「コード類の過負荷通電」は、通称、

「たこ足配線」と言われているものです。電気機器を使用

するときに、1 つのビニール被覆電線に多くの負荷を接続

して使用した場合に、そのビニール被覆電線に定められ

た定格以上の電流が流れ、ビニール被覆電線が発熱して

出火に至るというものです。わかりやすくいえば、電線の

許容オーバーにより、その電線の弱いところ、コンセントに

近いところなどがショートして出火するということです。「半

断線」は、電気器具類の電源コードで考えると、踏み付け

や引っ張りなどの圧力で、素線が断線してショートすると

いうものです。「トラッキング現象」は、コンセント部分で発

生することが多く、壁付けコンセントや 2口や 3口のタップ

などで発生するものです。コンセントに差し込んだ状態の

隙間（受け刃と差し刃の隙間）に、長年の使用等でほこりと

雨漏り等の水分が両刃の間に付着すると、その間に電路

が発生し炭化（炭化導電路）し、塩化ビニール製のプラグ

などが燃え出す現象です。 

 

 

 

【例会予定】 

4/22 外部卓話 元県会議員 野田将晴様 

5/13 外部卓話 熊本保健科学大学長 小野友通様 

5/20 外部卓話 ロアッソ熊本 池谷友良様 

 

   ●4/8花見の会＠江藤ボートハウス（江津湖） 


