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ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐訪問

ﾆｺﾆｺ 本日 34,000 円

例 会 当 番

記 念 祝 福

金岡 悟

10 月ご夫人誕生

累計 252,000 円
■出席報告

月

日

10/1

会員数

30

10/15 例会取消 10/14 体育の日

出席者

24

10/21 ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問

出席率

80%

前回修正

―

徳永 眞澄様 市川 好康様

石井 操

10/22 例会振替

会長の時間

髙橋

和男
観たい番組がなかったのもあり、何の気なしにラグ
ビーの試合を観たのですがしばらく見ているうち
に、ルールはわからないにもかかわらず、いつのま
にか手足に力が入って、試合の成り行きに一喜一憂
している自分に驚き、これは面白いスポーツじゃな
いかと、もっとラグビーというものを知りたくなり
ました。
そこでちょっと調べたことをこの時間で少しお

皆さんこんにちは。先週・先々週と例会がなかっ

話させていただきます。まずはラグビーの歴史です

たので三週間ぶりに皆さんにお会いしましたが、皆

が、ラグビーの起源は、
「1823 年、イングランドの

さんお変わりなく益々お元気そうでうれしい限り

有名なパブリックスクールであるラグビー校での

です。久しぶりの会長の時間なので今日は何を話そ

フットボールの試合中、ウイリアム・ウエップ・エ

うかと考えましたが、今まで連続でロータリーの基

リスという学生がボールを抱えたまま相手のゴー

礎知識をやってきましたので、今回はちょっと変え、

ルを目指して走り出した」ことだとされているそう

今話題のフットボールについてお話させていただ

です。当時のフットボールのルールはボールを手で

きます。

扱うことは許されたのですが、ボールを持って走る

実をいうと僕はこの前までフットボールにはあ

ことはルール破りの行為だったようです。またその

まり興味はなく、「至極マイナーなスポーツだな」

頃はまだ今でいうサッカーも生まれていなかった

くらいにしか思っていませんでしたが、ワールドカ

そうです。

ップが始まってテレビ等で騒がれていたので他に

フットボールとは、ボールを蹴る球技の総称で、

現代では「サッカー」
「ラグビー」
「アメリカンフッ

身体全体で楽しめられるのだなと、ちょっと納得し

トボール」
「ゲーリックフットボール」
「オーストラ

てしまいました。

リアンフットボール」など 9 種類あるそうですが、

ちなみにラグビーというスポーツは 2 種類あり、

12 世紀のイングランドでは町や村などの対抗戦や

イギリス南部を母体とするアマチュア主義をうた

祭りの一環として一種のフットボールが行われて

った組織は｢ラグビーユニオン(15 人制ラグビー)、

いたらしいです。町そのものや野原などを舞台に、

イギリス北部を母体とする報酬を目的とするもの

ときには 1,000 人を超す人々が一つのボールを蹴っ

はラグビーリーグ（13 人制ラグビー）と呼ばれて

たり投げたりして争奪し合いながらゴールに運ぶ

おり、日本のラグビーは「ラグビーユニオン」の

というもので、建物が破壊されたり死者が出るなど

15 人制だそうです。

したらしいです。ちなみに 1 点を先取りで勝負を決

そして今話題のワールドカップの日本ですが、日

めていたことから、長時間続けるために得点を難し

本代表の世界ランクはワールドカップ開幕前は 10

くしようと「オフサイト」が生まれ、今日のラグビ

位でしたが、ロシア戦に勝利し 9 位に、さらに世界

ーにもルールとして残っているそうです。ただあま

ランク 2 位のアイルランド戦に勝利し現在 9 位に、

りにも粗暴であったため、しばしば禁止令がしかれ

さらに世界ランク 2 位のアイルランドに勝利し現

たそうですが、19 世紀に入り、先ほど名が出たラ

在、過去最高の 8 位にランクアップしています。

グビー校やイーストン校、ハロー校などパブリック

そうなると応援もさらに力が入り、益々ラグビー

スクールでは学校ごとに独自のルールでそれぞれ

から目が離せなくなり、大袈裟ですが人生の楽しみ

のフットボールを行っていましたが、ルールを統一

方がまた一つ増えた気がします。

するべく長らく協議を重ねて、1863 年 10 月 26 日

最近の八村 塁のバスケット、サニブラウンの陸

にロンドンのフリーメイソンズ・タバーンでＦＡ

上、大阪なおみのテニス、復活の兆しの石川 遼の

(フットボール・アソシエーション{共通の目的を持

ゴルフ等数々のスポーツのそのファンに生きる絶

つ人たちの組織}) とロンドンにある 12 クラブの間

大な活力を与える影響力を今更ながら再認識し、日

に会議が開かれ、12 月までに 6 回のミーティング

本の輝かしく夢と希望の持てる未来を築き上げる

を持って統一ルールの作成がされたそうです。

一つのツールとしてスポーツを利用するには理に

この統一ルールによって近代サッカーが本格的

かなったことであり、そのいい機会である来年の東

に誕生しましたが、そのルールによって近代サッカ

京オリンピックが成功裏に終えることができるよ

ーが本格的に誕生しましたが、そのルールが「ボー

うロータリアンとして何ができるのかをみなさん

ルを持って走ること」「ボールを運んでいる相手に

と考えていきたいという思いをお伝えし今日もま

ハッキング（すねを蹴ること）、トリッピング（引

とまらないお話でしたが、本日の会長の時間とさせ

っ掛けてつまずかせること）およびホールディング

ていただきます。

（おさえること）を行うことを認められないことに

ご清聴ありがとうございました。

一部のクラブの人が合意できず、FA を脱退し、8
年後の 1871 年にラグビー協会（RFU：ラグビーフ

幹事報告

ットボール・ユニオン）が設立されました。イギリ

理事会報告

スでは中流階級から上流階級の間で人気があり、そ

♦ 役員選考委員会の設置と承認 ﾊﾟｽﾄ会長会を開く

の子息が通う名門校でも盛んに行われていること

♦ ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問・・・10 月 21 日（月）

から、激しいスポーツにもかかわらず「紳士のスポ

♦ 秋の親睦ｺﾞﾙﾌ・10/29（火）飯能ｸﾞﾘｰﾝｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ

ーツ」とも称されているらしいです。テレビを観て

♦ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会・・・11 月～12 月の予定

いてあの格闘技みたいな身体のぶつかり合いやサ

♦ ｸﾘｽﾏｽﾊﾟｰﾃｨｰ・・・12/21（土）ﾍﾞﾙｳﾞｲ ｻﾞ･ｸﾞﾗﾝ

ッカーなら完全にレッドカードだろうと思うよう

♦ 1 月 14 日（火）
・・・新年会に新市長を招待

な行為がルールで認められていたことにさらに驚

♦ 九州北部豪雨災害被災者に対する義援金

かされましたが、それだからこそあの興奮が得られ、

荻野

1 名 500 円

陽一

事業参加費より

幹事報告

室伏

秀樹

🌷 {RIJQ-FAQ}定款・細則と 2019 年手続き要覧につ

荻野 透様 卓話宜しくお願いします。
入間市野田に住んでいます。数日前に

いて

火災がありました。ご苦労様です。

🌷 ﾛｰﾀﾘｰｶｰﾄﾞ(ｸﾗﾌﾞｶｰﾄﾞ)活用のお願い

山田

富男 荻野様 本日は宜しくお願いします。

🌷 九州北部豪雨災害者に対する義援金のお願い

石井

秀夫

一名 500 円

島様 本日は有難うございます。どうぞ

🌷 ﾊｲﾗｲﾄよねやま 234 号

宜しくお願い致します。

🌷 米山記念奨学部門ｸﾘｽﾏｽ会のご案内

内田

学

12 月 8 日（日）16；30～ 川越東武ﾎﾃﾙ
🌷 2019-2020 年度

友次

中

毅志

国立女性教育会館

市長選で活動しております。荻野 透

配信について

様卓話楽しみにしています。

🌷 第 2 回第 3 ｸﾞﾙｰﾌﾟ会長・幹事会式次第
10 月 2 日 19；00～
学友会ﾆｭｰｽ

前回 前々回と議会で休みました。
9/24 に無事 9 月議会が終わりただ今

🌷 2019-2020 年度 「ﾛｰﾀﾘｰの友」今月のみどころ

🌷

荻野消防正監様 お久しぶりです。本
日の卓話宜しくお願いします。

ｷﾝｸﾞｱﾝﾊﾞｻﾀﾞｰﾎﾃﾙ熊谷

🌷 第 2 回ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝのご案内 10/6（日 13；00～

消防署の皆様、本日は宜しくお願い致
します。 昭和の消防団員より

師岡

会員増強ﾌｫｰﾗﾑ開催について

12/14（土）12；30～

所沢中央消防署長 荻野様 司令補 小

ﾍﾞﾙｳﾞｲ ｻﾞ･ｸﾞﾗﾝ

本橋源太郎

荻野様 本日は宜しくお願い致します。

和記

本日の卓話

毅

2019 年度 第 2 号

荻野

透様 小島

雅子

様宜しくお願い致します。

🌷 第 41 回 ﾊﾞｷﾞｵ訪問交流の旅 募集要項
2020 年 3 月 12 日（木）～3 月 15 日（日）4 日間

徳江

和宏 荻野様 卓話宜しくお願いします。

金岡

悟

🌷 週報・・・飯能ＲＣ、入間南ＲＣ、所沢ＲＣ、
新所沢ＲＣ、所沢東ＲＣ、所沢中央ＲＣ

荻野様 本日の卓話宜しくお願い致し
ます。

木下

精基

消防署統括監兼所沢中央消防署長荻
野 透様本日の卓話よろしくお願いし

ニコニコボックス
髙橋

和男

木下

精基

荻野署長様 本日はお忙しい中大変有
難うございます。卓話宜しくお願いし
ます。

荻野

陽一

消防正監 荻野様 以前仕事上大変お
世話になりました。本日の卓話もよろ
しくお願い致します

須澤

一男

荻野署長 本日は卓話に来ていただき
有難うございます。知り合って 35 年
は経ちますが立派になられて、亡くな
られたお母様もきっと喜んでいらっ
しゃると思います。

鈴木

眞澄

荻野様 本日はお忙しい中卓話有難う
ございます。

栗原

和明

埼玉西部消防局 荻野様 小島様

本

日は宜しくお願いします。
本橋

正夫

荻野署長 大変お世話になります。宜
しくお願い致します。

ます。
小暮

博攵 前回欠席

卓話

いまどきの消防事情
埼玉西部消防局 所沢中央消防署
署 長 荻
野
透様
主 査 小 島 雅 子様

資機材を無償で貸与される場合もあります。
緊急消防援助隊は、これまで新潟県中越地震、ＪＲ
西日本福知山線列車事故、東日本大震災、熊本地震、
九州北部豪雨、平成３０年７月豪雨などに出動し、多く
の人命救助を行い、その認知度の高まりとともに国民の
期待も大きく、より迅速かつ大規模な部隊投入が求め
られています。
当消防局としましては、その付託に応えるため、全国
規模や県単位の合同訓練に積極的に参加するとともに、
当地が被災した場合の受援計画の策定や消防局独自
の訓練を重ね、その時に備えています。

本日は、所沢西ロータリークラブの卓話にお招きをい
ただき、誠にありがとうございます。
また、平素、皆様には消防行政各般にわたりご理解
とご協力をいただき、厚くお礼を申し上げます。
本日は、「いまどきの消防事情」と題して、昨今の消
防を取り巻く環境や課題についてお話しをさせていた
だきます。

２ いまどきの救急活動
続いて最近の救急活動についてですか、毎日毎日
救急車のサイレンを聞かない日は無いと思いますが、
埼玉西部消防局管内では昨年一年間で３７，９８２件の
救急出動があり、これは毎日約１００件、時間にして約１
４分に１件の割合で出動したことになります。
また、管内住民の皆さんの約２３人に１人が救急車を
利用したことになり、年々出動件数は増加していますが、

１ いまどきの消防応援体制

搬送された傷病者の５０．７％が軽症という結果もあり、
重症患者への対応など本来救急車が必要な現場に迅

近年、全国各地で地震や台風、ゲリラ豪雨などによ

速に出動し、必要な救急処置を施すことができるよう、

る自然災害が多発しており、その被災地では多くの尊

消防局としましては市民の皆様に救急車の適正利用を

い人命や貴重な財産が奪われています。

お願いし、救急電話相談（＃７１１９）などの紹介も併せ

消防としては、被害の軽減と早い復旧、復興につな
がるよう全国規模の緊急消 防援助隊をはじめ、様々
な応援体制を整備して各種災害に対応しています。

て行っています。
一方、病院前救護の重要性から、救急救命士の行う
処置は時代とともに進化、拡大しており、現在では医師

まず埼玉西部消防局管内の近隣、県内応援体制と

の指示のもと、除細動や静脈路確保、気管挿管やブド

しては、埼玉県下消防相互応援協定や埼玉県特別機

ウ糖、エピネフリンの投与なども行えるようになり、救命

動援助隊（埼玉ＳＭＡＲＴ）、あるいは関越自動車道・首

処置が現場からスタートする時代を迎えています。

都圏中央連絡道消防相互応援協定などがあり、一自

また、ドクターカーやドクターヘリなどの整備により、救

治体での対応が困難な大規模な火災や事故に対応し

急現場における医師、看護師との連携も日々行われ、

ています。

一人でも多くの命を救うためのより高度な救急活動が

また、阪神・淡路大震災を契機として発足し、複数都

行われています。

道府県などにわたる災害に対応するための緊急消防

加えて、身近で起こる救急事故等に対して、少しでも

援助隊を、全国の消防機関が部隊を登録して編成して

早く対処できれば、救命やその後の回復にもつながる

おり、消火部隊、救助部隊、救急部隊など現在６，０００

ことから、その場に居合わせた人による応急手当がとて

隊以上が登録され、当消防局からも２８隊１１３人が、常

も大切であり、消防では応急手当の普及啓発にも力を

に要請があれば出動できる体制をとっています。

注いでおり、皆様には救命講習の受講なども検討して

なお、緊急消防援助隊に登録した部隊の消防車両
を更新する際には、国の補助が受けられたり、現物の

いただきたいと思います。

はないかなと考えた時に、体力や腕力では男性にはか
なわないので、それ以外でできることを考え、イベント等
で子供たちの前で話をしたり、単身高齢者のお宅を防
火訪問したりして女性のソフトな面を最大限に活かしま
した。
昨年、緊急消防援助隊の合同訓練に初めて女性も
参加しました。全国初の試みだったそうです。２７消防
本部、男性９４人、女性６５人計１５９人が参加し埼玉ス

３ いまどきの女性消防吏員

タジアムで実施されました。
後方支援隊として炊き出しや、エアーテントの組み立

署長のお話に引き続きまして、消防管理課小島が今ど

て訓練などを実施しました。この訓練を踏まえて問題と

きの女性消防吏員について、今と昔を自分の経験、体

なってのが、着替えだったり仮眠をとるためのテントだ

験を交えて少しお話をさせていただきます。

ったり、女性が訓練に参加することによって様々な問題

平成４年に入間市消防本部に入署し、すぐに半年間、

が見えてきました。

消防学校に入校しました男女関係なく訓練をし、訓練

私は、阪神淡路大震災の時に災害ボランティアとし

塔からロープを使って降下したり、ロープを渡ったり、普

て被災地に赴きました。今回の訓練で問題になった仮

通の女性ではまず経験できないであろう訓練をしてきま

眠について男女別にすべきかなどのアンケート結果が

した。

ありましたが、当時はそんなことを気にせずボランティア

全国の消防職員の人数ですが、平成３０は１６万４８７
３人でそのうち女性は５０６９人で割合は３パーセントで

のチームと同じ部屋で仮眠をとっていたことを思い出し
ました。

す。埼玉県は５０６９人で女性は３１０人で６パーセントで

これから、女性が活躍していくためには、男性側の考

す。埼玉西部消防組合は職員が８６５人で女性は３７人

えと女性側の考えをすり合わせていかないとうまくはい

で、４．５パーセントです。

かないと思います。まだまだ何年もかかると思いますが、

ちなみに私が入ったときの埼玉県の女性の人数は６４

それでも私が入署した時に比べたらものすごい進歩だ

人でした。

と思います。

その頃は、消防というと非常に珍しく「どのような仕事

これからの消防の動き、現場で活動している女性の

をしているの？」「火事とかで消防車に乗って行くの？」

活躍を皆様も暖かく見守ってください。本日はありがとう

とかよく聞かれました。

ございました。

入署した頃は、男女雇用機会均等法が改正される前
だったので、夜１０時以降は勤務できませんでした。そ
の頃の消防は女性が現場に出るということは全く考えら
れていなかったです。消防学校も卒業したばかりだっ
たので、もちろん現場に出たいという気持ちもありました
が、消防職員でありながら現場にでるということは全くな
くありませんでした。男性の同期とは別の道を進むこと
になり、悔しい思いもありました。もちろん、女性というこ
とで配慮してくれることもたくさんありました。
私自身は、女性だからできないということは言いたくあ
りませんでした。それなりにやってきたつもりですが、女
性の割合が非常に少ない職種なので、やはり男性社会
なのかなということもり、女性の考えを理解してもらうの
は難しかったかなと思います。そこで女性でもできること

今週の担当

本橋源太郎

