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大井
＜消火設備の概要（自動消火）＞

達

ます。その方法は、下記４つの方法があります。

・スプリンクラー設備（水で消火する設備）

消火器には、下記いずれかの作用を起こす消火

・泡消火設備（界面活性剤等の発泡で消火する

薬剤が含まれています。

設備）

〇除去法－燃焼する物を無くすことによって、

・ハロン消火設備（ハロンガスで消火する設備）

消火する方法です。燃えているガスコンロの

・二酸化炭素消火設備（二酸化炭素ガスで窒息

元栓を締めると火が消えるのと同じ原理です。

消火する設備）
・粉末消火設備（粉末薬剤で消火する設備）

＜火が消える原理＞

〇冷却法－燃焼している物質に水などをかけて
消火する方法です。それにより燃えている物
質の温度が急低下して、火が消えます。

燃焼は４つの要因が揃って生じます。①可燃

〇窒息法－燃焼している所への酸素（空気）の

物であること。②酸素があること。③高温であ

供給を遮断して消火する方法です。ろうそく

ること。④燃焼の連鎖反応です。火を消し止め

にコップをかぶせると、火が消えるのと同じ

るには、この４つの要因のいずれかを乗り除き

原理です。

〇負触媒（抑制）法－物質が燃えると、連鎖的に

＜ガスが放出されると（ガスを排出するまで

化学反応が起こり、燃え広がっていきます。負

立入禁止）＞

触媒法は、その化学的連鎖反応をストップさせ

※動画紹介にて

る消火法です。

＜ご自身や家族、身近な人を守るために＞
・身近な消防設備を覚えてください。
・使い方を、ぜひ聞いてください。
・訓練があれば、ぜひ参加してください。
・万が一の時のために、逃げる方法を確認。
・誤報や誤作動と思わずに避難してください。

＜スプリンクラー設備＞

【３回目の緊急事態宣言の再延長】
緊急事態宣言は 6 月 20 日
まで、神奈川県のまん延防止
措置も同日まで延長されまし
て残念ですが、ワクチン接種

＜泡消火設備（地下駐車場など）＞
※動画紹介にて

＜ハロン消火設備（タワーパーキング、サー
バー室、電気室など）＞

が行われ、感染者も 5 月初旬
から徐々に減少しており、も
うしばらくの辛抱かと思いま
す。会場での例会参加が気に
なる方は、ぜひ Zoom 参加をご検討ください。

【例会出席の意義】
本日はロータリーの出席規定とその意義につい
て、お話しします。2019 年の RI 規定審議会によ
り、メークアップ期間が例会前後 2 週間から同じ
年度内であれば可能となり、標準定款の変更が行
われました。
これにより、以前に比べればメークアップが随
分としやすくなったわけですが、もちろん、例会

＜消火設備を起動すると＞※動画紹介にて

の出席義務に関する規定が無くなったわけではあ
りません。現在でも有効な標準クラブ定款では、
「理事会が正当かつ十分な理由があると認めない
限り、
（中略）連続 4 回例会に出席せず、またメ
ークアップもしていない場合、その欠席がクラブ
会員身分の終結を要請していると、考えることが

ができる。理事会が会員に通知した後、理事会は、

徳的高揚をもたらす教養プログラムがあり、それ

過半数によって、会員の会員身分を終結すること

によって自分の人生が豊かになる、というもので

ができる」という規定があります。
（第 13 条 4 節）

なければ、誰が毎週のクラブ例会に規則正しく出

この規定は他の団体にはあまり見られない、と

席しようという気になるものか。』

ても厳しい規定であると言えます。では、この規

この言葉は、例会運営にあたる者に対する強烈

定がいつ頃できたのかと言えば、1905 年 3 月 23

な叱咤激励であると言えます。あるパストガバナ

日、つまりロータリーが発足してから、わずか 3

ー（田中毅 PDG）は、前記語録を受け、
『会長の時

回目の例会で決められたと言われています。

間、議事、各種の報告、卓話、その一つ一つがロ

メークアップ制度ができたのは、それから 17

ータリー運動の質を高め、参加者の心に深い感銘

年後の 1922 年で、その時の制度は「例会日の前

を与える内容であってこそ、初めて例会出席の意

後、各 6 日間の間」という短い期間制限でした。

義が満たされる。』という言葉を残しています。

それが例会日前後 2 週間に伸びたのは、それから
73 年が経過した 1995 年のことでした。
このようにロータリーにおいて、例会出席は当

多くの会員は、事業に従事すべき貴重な時間を
割いて例会に参加されるわけですから、例会運営
にあたる者は会員に対し、それに値するメリット

初からとても厳しく求められ、その理由として当

を供与する義務があります。限られた時間の中で、

初から言われていたのは、ロータリーの例会出席

如何に有益な情報を効果的に提供するかを考え、

は友情の証であり、4 回も続けて休む人から友情

例会の運営を実行しなければなりません。

を期待することはできないというものでした。
しかし、4 回休んだら友人ではないというのは、
少なくとも現在では、強引すぎる理由のように思

今年度の例会も残り 4 回となり、最後まで会員
皆様に有意義な例会となるように努めてまいりた
いと思います。

（一部、要約にて掲載）

えます。そこで、次のような理由が例会出席の義
務の理由として挙げられています。
今では「一人一業種」の原則は無くなりました
が、ロータリーは様々な職業の経営者が集まって
いるので、例会の目的は、他の職種の経営者と情
報交換を行ない、職業上の発想の交換を通じて、
分かち合いの精神による事業の永続性を、お互い
に学ぶことができるという点です。例会出席は会
員の特権であると同時に、他の会員に自らの職業
に関する情報を提供することで、極めて重要な義
務であることを意味していることになります。
例会出席は、自らが例会に出席して他の会員か
ら情報や教養、礼儀作法、経営者としての姿勢な
ど吸収できる機会であると同時に、自らも他の会
員に対し、これらを提供する義務を負っているこ

〇会員誕生日祝

〇結婚記念日祝

・河野 崇会員 ６月 ２日 ・櫻内 康裕会員 ６月２５日
・豊岡 淳会員 ６月 ３日
・阿部 毅会員 ６月１７日
・永保固紀会員 ６月３０日

とを意味しています。
以上が、ロータリーの会員が出席義務を負って
いることの理由として説明されているものです。

【出席してためになる例会か】
他方、ポール・ハリスの語録に例会出席に関し
て、別の観点から以下の記載がなされています。
『親愛の情に満ちた友人との出会いと、精神的道

＜理事会報告＞
①今年度の周年積立金として３０万円を承認。
②今年度収支決算書（一部、概算金計上）を承認。
一般会計残高 ４，１８１，３５２円
奉仕会計残高

７３０，４１１円

③６月２２日 年度最終例会は通常例会にて承認。
１２：３０点鐘 ※食事内容はグレードアップする。

●大井 達会員
●佐々木会長、小崎幹事

①久し振りの例会出席です。今日は卓話を担当させ

①本日より緊急事態宣言も再々延長で、６月２０日ま

て頂きます。慌てて作った内容です。お役にたつ

でとなります。ワクチン、オリンピック開催など多くの
ハードルがありますが、まだ辛抱が必要そうです。

かどうか、すみません。
②お祝の皆様、おめでとうございます。

②本日、お祝の皆さん、おめでとうございます。

●甲斐 美利会員

③卓話の大井会員、宜しくお願い致します。

①大井 達さん、卓話楽しみです。

●櫻内 康裕会員

②お祝を受けられた皆さん、おめでとうございます。

①結婚記念日祝をありがとうございます。また、お祝

●中里 和男会員

の皆さん、おめでとうございます。
②本日は途中で退席します。大井会員の卓話を聞け
ず、申し訳ございません。

①本日、お祝の皆様、おめでとうございます。
②大井さん、卓話楽しみです。
●藤本 恵介会員

●豊岡 淳会員

①今月お祝の皆様、おめでとうございます。

①誕生日を祝って頂き、ありがとうございます。

②大井会員、卓話よろしくお願い致します！

②大井さん、卓話楽しみにしています。

●冣住 悦子会員

●阿部 毅会員

①６月お祝の皆様、おめでとうとございます。

①卓話担当の大井会員、本日は実務的なお話、よろ

②大井さん、勉強させてもらいます。

しくお願いします。
②誕生日を祝って頂き、ありがとうございます。大台

ありません

手前の７９才を迎えます。
③本日、お祝の皆様もおめでとうございます。

６月 ８日卓話 伊倉 正光会員

●河野 崇会員

１５日クラブ協議会「今年度活動のまとめ」

①誕生日のお祝いを頂き、ありがとうございます。
年々、時が経つのが早く感じています。

点

鐘

１２：３０

②大井さん、本日の卓話楽しみです。

会

場

「敦煌」

●田後 隆二会員

司

会

①お祝の皆様、おめでとうございます。

斉

唱

②行政書士会の会長、再任となりました。５期目です

ソングリーダー 伊倉 正光会員

豊岡 淳ＳＡＡ
「国歌君が代」
「四つのテスト」

●伊倉 正光会員
①大井会員の卓話、楽しみにしています。
②お祝の会員皆様、おめでとうございます。
●小野 孝会員
①６月お祝の皆さん、おめでとうございます。
②大井さん、卓話楽しみです。

●例会場 中国名菜「敦煌」
〒252-0231 相模原市中央区相模原 2-13-1
TEL 042-756-6555 FAX 042-756-6559
●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3
相模原商工会館３Ｆ
TEL 042-758-5750

会

員

出席（出席対象 21 名）

事前メイク者

２８名

２３名（内、Zoom４名）

０名

欠席者

本日の出席率

修正出席率(5/18)

１名

９５．８３％

９２．５９％

●例会日 毎週火曜日 １２：３０～１３：３０
●編 集 親睦活動委員会
委員長：阿部
毅 副委員長：河野
委員：竹田
繁、黛
裕治、伊倉
阪西 貴子、大槻
実

FAX 042-758-1605

●Ｅ-mail：rotary@tbg.t-com.ne.jp

●http://sagamiharanaka-rc.jp/

崇
正光

