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西川和吉 会長

●ソ ン グ

[君が代] [奉仕の理想]

●ゲ ス ト

福山地区消防組合南消防署 瀬戸出張所 所長 川崎憲和 様

●プログラム

ゲスト卓話 川崎憲和 様 テーマ『災害の現実』

●会長の時間

とても劣悪な環境を克服して金メダルを獲得い
たしました。来年の東京オリンピック・パラリン
ピックがとても楽しみで期待したいと思ってい
ます。
ところで、10 月は「経済と地域社会の発展月
間」と「米山月間」です。日本の人口は戦後一貫
して右肩上がりで増加してきました。1967 年に
初めて、日本の人口は 1 億人を突破し、その後
も増え続け 2008 年には 1 億 2808 万人でピーク
を迎え、いまだ経験したことのない少子高齢化が
始まりました。高齢者人口がピークを迎える

皆さん、こんにちは。

2040 年頃の経済社会を念頭に、人口減少時代で

本日は、ゲストの福山地区消防組合南消防署

も自治体が行政サービスをしっかりと提供でき

瀬戸出張所 所長 川崎憲和様、ようこそ福山赤坂

る体制を模索しなければならない現状になりつ

ロータリークラブにお越しいただき、ありがとう

つあります。2040 年頃には、日本の人口は毎年

ございます。

100 万人近く減少する見込みを発表しました。政

本日、事務局にて理事会を開会いたしました。

府の研究会はこうした将来像を念頭に、「スマー

プログラム・予算実行・11 月 12 日の善行児童生

ト自治体」への転換をまず打ち出しました。様々

徒表彰の推薦の件を承認していただきました。

な情報システムや事務作業をできるだけ標準化

さて、皆さんご存知だと思いますが、先週末は

し、人工知能（ＡＩ）などを使って自動処理し、

スポーツで感動いたしました。まずは、ラクビー

現在の半分の職員でも対応できる体制作りを具

のワールドカップ日本大会で史上初の 8 強入り

体的な目標として揚げました。このような大きな

を狙う世界ランキング 10 位の日本が１次リーグ

社会変化や本日より消費税 10％の増税などに

Ａ組の第 2 回戦で、世界ランキング 2 位で優勝

我々経営者は対処していかなければならないと

候補のアイルランドに逆転で大金星を挙げまし

思っています。又、次々とニュービジネスが誕生

た。私は、ライブで観戦していましてとても興奮

している事実を見逃さず、ロータリーの職業分類

し、感動いたしました。そして、ドーハで開催さ

を常に検討し、新しい職業の会員推薦に努めなけ

れています世界陸上で、競歩の鈴木さんが約時速

れば社会の変化に後れを取ってしまいます。クラ

15 キロの競歩を約４時間で競技を終えて優勝い

ブの会員の英知を集め、活力のあるクラブを作り

たしました。これもライブで観戦いたしましたが、

ましょう。それが地域社会の発展へ繋がるものと

確信しています。

パートナー誕生記念祝

それでは、本日のプログラムは、ゲスト卓話の
「災害の現実」です。川崎憲和所長、よろしくお
願いいたします。
以上で会長の時間を終わります。

武郷義昭令夫人

美子さま

10 月 9 日

山内

涼子さま

10 月 10 日

透令夫人

＜申告スマイル＞
西川和吉 会長

●幹事報告

福山地区消防組合 南消防署瀬戸出張所 所

＜例会変更・休会のお知らせ＞

長 川崎憲和様、ようこそ福山赤坂ロータリー
クラブにお越しいただきありがとうございま

なし

す。本日の卓話よろしくお願いします。楽しみ
にしています。

＜配布物＞
・ロータリーの友並びにガバナー月信 10 月号
・第 11 回善行児童・生徒表彰式のご案内

原 隆之 副会長
本日は、福山地区消防組合 南消防署瀬戸出張
所長 川崎様、本日のゲスト卓話『災害の現実』

＜回

覧＞

についてよろしくお願いいたします。しっかり

・G10/11 合同親睦ゴルフ大会の出欠表

石井宏和 幹事

●出席報告
本日出席率

福山地区消防組合 南消防署瀬戸出張所 所長
79.59％

（出席者 39 名
修正出席率

と勉強させていただきたいと思います。

川崎憲和様、ようこそお越しくださいました。

欠席者 10 名

出席免除者 4 名）

本日の卓話よろしくお願いいたします。

なし
今川忠男 パスト会長

●委員会報告

福山地区消防組合 南消防署瀬戸出張所 所長
川崎憲和様、本日はお忙しい中、時間をとって

・広報雑誌等委員会
ロータリーの友紹介

いただきありがとうございます。お話楽しみに
しております。どうぞよろしくお願い申し上げ
ます。

●スマイル BOX
＜義務スマイル＞

岩永光司 パスト会長
瀬戸出張所 川崎所長様、ようこそお越しくだ

会員誕生記念祝

さいました。卓話、楽しみにしております。私、
岩永光司さん

10 月 1 日

本日で 55 歳になりました。健康第一でがんば

谷口宏樹さん

10 月 24 日

ります。皆様よろしくお願いします。

桑田真由美さん

10 月 2 日

元友浩さん

10 月 2 日

元友浩 会員

清水朗弘さん

10 月 8 日

遅ればせながら、先日の天野杯ロータリー親

佐渡伸基さん

10 月 11 日

睦野球大会の懇親会でハッスル賞をいただき

岡田員宗さん

10 月 24 日

ましたのでスマイルいたします。有り難うござ

下宮鉄雄さん

10 月 29 日

いました。

天満博之さん

10 月 4 日

山本秀樹 会員
本日は、南消防署瀬戸出張所長 川崎憲和様、
大変お忙しい中をお越しいただき誠にありが
とうございます。川崎様には公私ともに大変お
世話になっており、本日の卓話、消防団の一員
として勉強させていただきます。また先日開催
された第 21 回福山地区消防団ソフトボール大

●プログラム
＜ゲスト卓話＞
福山地区消防組合南消防署
所長

瀬戸出張所

川崎憲和 様

テーマ『災害の現実』

会にてご支援をいただき、わが赤坂分団が見事
初優勝をいたしました。この場をお借りし、ご
報告申し上げスマイルさせていただきます。

田中ひとみ会員
ペニンシュラホテル東京へ勤めている次男が、
先週セブ島であったカクテルの大会で部門優
勝をすることができました。今月もコアントロ
ージャパン 2019 の 6 名のファイナリストに残
り、ジャパンファイナルへ進出が決まりました。
これに勝てばグローバルファイナルに進出だ
そうです。東京にいらした時は、ペニンシュラ
ホテル東京ピーターズバーにぜひいらしてく
ださい。

.

※

次回例会

2019 年 10 月 8 日（火）
12：30～

創立記念例会

