
互助会第１回理事会の模様

MRJ 互助会通信

　互助会は、日本水難救済会の正会員となっている地方水難救済会に所属
する救難所員等（役職員を含む。）で、入会を希望する者（会員）で構成され、
会員及びその家族（会員等）の相互救済と福利増進を図る観点から各種事業
を行うことにより、会員等の生活の安定と福祉に寄与するとともに、日本水難
救済会の効率的な事業運営に資することを目的として事業を実施します。

１　会員の募集について
　平成２４年度の会員数は、平成２５年１０月１５日現在で１９，２１４人であ
ります。平成２４年度より７９０人減少しております。
　地方水難救済会の事務処理が遅れているところがあり、ほぼ前年度並
みの会員は確保できると考えております。
　なお、今後とも、互助会の設立趣旨を念頭に引き続き会員の募集に努
めます。

２　災害給付及び見舞金給付事業
（１）災害給付事業
　　　会員が水難救助業務中に災害を受けた場合に、本人又はその遺
族に対して互助会規約の定めるところにより所定の給付を行いま
す。また、会員が前記の災害により死亡した場合に、２万円を限度と
して花輪又は生花を遺族に贈ります。

（２）休業見舞金給付事業
　　　会員が水難救助業務中に負傷し又は疾病にかかり、従前得ていた
業務上の収入を得ることができない場合に、規約の定めるところに
より、所定の見舞金を給付します。

（３）私物等損害見舞金給付事業
　　　会員が水難救助業務中に、当該業務の遂行中に携帯していた私
物を破損、焼失、紛失等した場合、規約の定めるところにより、所定
の見舞金を給付します。

　　　また、会員が水難救助業務中に、当該業務の遂行中に使用してい
た船舶の船体・属具を破損した場合、規約の定めるところにより、所
定の見舞金を給付します。

（４）遺児等育英奨学金事業
　　　災害給付を受けた会員の遺児（重度の後遺症を負った会員の子
で、遺児と同等と認められる者を含む。）に対し、規約の定めるところ
により、所定の奨学金を給付又は、貸与します。

（５）災害見舞金給付事業
　　　会員が自然災害又は火災等により、住居及び家財又はそれらのい
ずれかに被害を被った場合、平成２３年７月２７日の臨時理事会にお
いて承認をいただいた特例措置に基づき、平成２３年度から当分の
間、改正規約の定めるところにより、所定の見舞金を給付します。

　　　本年度、平成２６年３月１１日に規約第１９条の規定に基づき、東日
本大震災にかかる災害見舞金の請求権利が消滅する時効が成立す
ることになります。

　　　東日本大震災で被災された会員の方々には、周知の徹底を図り、
請求漏れのないように取り組んむこととしております。

（６）互助会誌発行事業
　　　年２回発行のマリンレスキュージャーナルに互助会コーナーを設

けて、互助会の事業成果、決算報告等の会員への周知を実施します。

平成２５年度事業計画（平成25年10月１日から平成26年9月30日まで）

平成２５年度互助会収支予算書
（平成２5年１０月１日から平成２6年９月３０日）

（単位：円）
科　　　目

I　事業活動収支の部
　1　事業活動収入
　　　①会費収入
　　　　互助会会費収入
　　　②雑収入
　　　　受取利息収入
　　　　雑収入
　　　　　　　　　　　　　　　　事業活動収入計
　2　事業活動支出
　　　①事業費支出
　　　　保険料支出
　　　　互助会給付金支出
　　　　　　災害見舞金給付事業
　　　　　　その他の事業
　　　　奨学金貸与支出
　　　　会誌発行費支出
　　　②管理費支出
　　　　人件費支出
　　　　旅費交通費支出
　　　　会議費支出
　　　　印刷費支出
　　　　通信費支出
　　　　事務費支出
　　　　賃借料支出
　　　　光熱費支出
　　　　電算機事務費支出
　　　　諸謝金支出
　　　　雑支出
　　　　　　　　　　　　　　　　事業活動支出計
　　　　　　　　　　　　　　　事業活動収支差額
Ⅱ　予備費支出
　　　　当期収支差額
　　　　前期繰越収支差額
　　　　次期繰越収支差額

予算額

21,000,000

5,000
3,000,000
24,005,000

39,479,000
2,010,000
35,369,000
33,369,000
2,000,000
1,000,000
1,100,000
3,329,968
1,384,000
100,000
12,000
267,000
149,000
96,968
684,000
22,000
47,000
68,000
500,000

42,808,968
△18,803,968
1,000,000

△19,803,968
19,803,968

0

前年度予算額

21,000,000

8,000
1,800,000
22,808,000

30,520,000
2,170,000
26,250,000
25,250,000
1,000,000
1,000,000
1,100,000
3,131,968
930,000
220,000
29,000
280,000
320,000
124,968
664,000
23,000
50,000
45,000
446,000

33,651,968
△10,843,968
1,000,000

△11,843,968
11,843,968

0

増　減

0

△3,000
1,200,000
1,197,000

8,959,000
△160,000
9,119,000
8,119,000
1,000,000

0
0

198,000
454,000
△120,000
△17,000
△13,000
△171,000
△28,000
20,000
△1,000
△3,000
23,000
54,000

9,157,000
△7,960,000

0
△7,960,000
7,960,000

0

備　考

2,1000人

リーマン弁済金2回分

平成２4年度互助会収支計算書
（平成２4年１０月１日から平成２5年９月３０日）

（単位：円）
科　　　目

I　事業活動収支の部
　1　事業活動収入
　　　①会費収入
　　　　互助会会費収入
　　　②雑収入
　　　　受取利息収入
　　　　雑収入
　　　　　　　　　　　　　　　　事業活動収入計
　2　事業活動支出
　　　①事業費支出
　　　　保険料支出
　　　　互助会給付金支出
　　　　奨学金貸与支出
　　　　会誌発行費支出
　　　②管理費支出
　　　　人件費支出
　　　　旅費交通費支出
　　　　会議費支出
　　　　印刷費支出
　　　　通信費支出
　　　　事務費支出
　　　　賃借料支出
　　　　光熱費支出
　　　　電算機事務費支出
　　　　諸謝金支出
　　　　雑支出
　　　　　　　　　　　　　　　　事業活動支出計
　　　　　　　　　　　　　　　事業活動収支差額
Ⅱ　予備費支出
　　　　当期収支差額
　　　　前期繰越収支差額
　　　　次期繰越収支差額

予算額

21,000,000

8,000
1,800,000
22,808,000

30,520,000
2,170,000
26,250,000
1,000,000
1,100,000
3,131,968
930,000
220,000
29,000
280,000
320,000
124,968
664,000
23,000
50,000
45,000
446,000

33,651,968
△10,843,968
1,000,000

△11,843,968
11,843,968

0

決算額

20,030,590

4,474
6,351,221
26,386,285

15,484,161
2,170,000
12,539,171

0
774,990

2,942,166
1,383,575

0
11,200
258,660
143,884
92,320
663,613
20,672
45,317
5,000

317,925
18,426,327
7,959,958

0
7,959,958
11,843,968
19,803,926

差　異

969,410

3,526
△4,551,221
△3,578,285

15,035,839
0

13,710,829
1,000,000
325,010
189,802
△453,575
220,000
17,800
21,340
176,116
32,648
387

2,328
4,683
40,000
128,075

15,225,641
△18,803,926
1,000,000

△19,803,926
0

△19,803,926

【２号議案】　

4039



菊井海上保安庁警備救難部長のご挨拶（左は星救難課長）

議案の説明（左から向田理事長、相原会長、上岡常務理事）

第２回通常理事会の模様

MRJ 互助会通信 MRJ フォーラム

　東日本大震災により被災したとの報告のあった当該県水難救済会
にアンケート調査した結果、「救難所の建物が流出して未だ事務処理
等ができないところがある。」、「救難所所員とまだ連絡等が取れな
いる方がいる。」等地域ごとに諸事情があって、請求等ができない救
難所が多数あることが確認できました。
　また、平成２３年の7月に行った「災害見舞金給付事業に該当する

人数等調査」では１，４４７人の方が被災したとの回答があったが、調
査書の提出時点では、調査できなかった救難所も多数あったとのこ
とであり、災害見舞金給付事業に該当する人数も更に増加すること
が見込まれます。
　以上から、東日本大震災に係る災害見舞金給付事業については、
原発関連を除いて、平成25年度に完了する見込みです。

互助会規約第１８条災害見舞金給付事業の現状について【報告事項】　

　平成２５年度の互助会の会員は、平成２５年１１月３０
日現在で１９，２６６名です。昨年度の会員数と比較する
と５１５名の増となっております。
　日本水難救済会救難所員等互助会につきましては、
会員とその家族の相互救済と福利増進を図る観点から
各種事業を行うことにより、会員等の生活の安定と福祉
に寄与するとともに、日本水難救済会の効率的な事業
運営に資することを目的として、平成２０年１０月に設立
しました。この趣旨にご賛同いただき、より多くの方が、
互助会に加入していただきますように、よろしくお願い
いたします。

互助会事務局から

　平成２５年１０月１７日、東京・麹町の本会が入居して
いる海事センタービル８階会議室において、平成２５年
度第２回通常理事会が開催されました。
　理事会の開催にあたり、議長である日本水難救済会
相原会長の挨拶とご臨席の菊井海上保安庁警備救難
部長からご挨拶をいただいたのち、議案審議となりまし
た。議案は、
　第１号議案「平成２６年度日本財団及び日本海事セン
　　　ターに申請する予算（案）について」
　第２号議案「新規会員入会の承認について」
について審議され、それぞれ異議なく承認されました。
議案審議の後、報告事項として
（１）職務の執行状況の報告について
（２）財産の処分について
（３）東日本大震災により被災した救難所等の被災・復興
　  状況について
が報告され、その後、質疑応答に入りましたが、質問等
もなく理事会が終了となりました。

東日本大震災に係る災害見舞金給付金の支給状況について
平成２５年９月３０日現在

救　難　所　名
岩手県水難救済会高田救難所
岩手県水難救済会久慈地区救難所
茨城県水難救済会平潟支部救難所
茨城県水難救済会川尻支部救難所
　　　　　　　　　２２年度計
茨城県水難救済会大洗支部救難所
岩手県水難救済会大船渡救難所
岩手県水難救済会宮古救難所
茨城県水難救済会大津支部救難所
岩手県水難救済会釜石救難所
宮城県水難救済会石巻救難所
宮城県水難救済会表浜救難所
宮城県水難救済会南三陸救難所
岩手県水難救済会釜石救難所釜石東部支所
茨城県水難救済会久慈支部救難所
宮城県水難救済会閖上救難所
２３年度計
福島県水難救済会江名救難所
福島県水難救済会中之作救難所
福島県水難救済会小名浜救難所
福島県水難救済会久之浜救難所
福島県水難救済会四倉救難所
福島県水難救済会沼の内救難所
福島県水難救済会豊間救難所
福島県水難救済会勿来救難所
福島県水難救済会新地救難所
福島県水難救済会原釜救難所
福島県水難救済会原釜救難所磯部支所
福島県水難救済会請戸救難所
福島県水難救済会鹿島救難所
　　　　　　　　　２４年度計
　　　　　　　　　２６救難所

請求年月日
 
23. 7 . 8 
23. 5 .24
23. 6 .27
23. 6 .30

　
23. 7 .13
23.11.18
23. 9 .27
23. 8 .26
12.12. 2 
23.12.20
24. 2 .27
24. 2 .14
24. 3 .23
24. 3 . 1 
24. 3 . 7 

　
24. 9 .25
24.10.11
24.11.15
24.11.15
24.11.15
24.11.15
24.11.15
24.11.15
25. 1 .25
25. 1 .25
25. 1 .25
25. 3 . 1 
25. 3 .12

処理年月日
23. 8 . 9 
23. 8 .22
23. 9 . 5 
23. 9 . 9 

　
23.11.21
23.11.28
23.12. 9 
23.12.24
24. 2 . 7 
24. 2 .20
24. 3 .16
24. 3 .22
24. 4 .16
24. 5 .18
24. 6 .22

　
24.11. 1 
24.11. 1 
24.12. 5 
24.12. 5 
24.12. 5 
24.12. 5 
24.12. 5 
24.12. 5 
25. 2 .25
25. 2 .25
25. 2 .25
25. 7 .25
25. 7 .25

支給人数（人）
32
3
11
12
58
16
43
171
36
44
8
27
37
11
11
26
430
7
6
19
38
21
11
29
9
12
74
18
15
22
281
769

災害見舞金額（万円）
142
14
44
46
246
48
196
775
74
199
38
121
168
51
31
118

1,819
23
26
86
174
82
45
134
36
52
328
79
69
102

1,236
3,301

平成2６年度の助成金及び補助金の申請等について審議されました

（公社）日本水難救済会　平成25年度第2回通常理事会開催

互助会に関する、疑問、質問等の問い合わせ先は
事務局（経理部）鈴木又は中山が承ります。 
　　  電話番号　　０３－３２２２－８０６６ 
　 　 ＦＡＸ番号  　０３－３２２２－８０６７ 
　 　 Ｅmail         gojyokai@mrj.or.j

互助会に関する問い合わせ

4241



左から河野副救助長、飯島副救助長、浅野常務理事、今橋所長、木村救助長

救助特別功労章

救助功労章

救助名誉功労章

事業功労有功盾

救助回数章

勤続功労章（20年）

勤続功労章（30年）勤続功労章（40年）

茨城県水難救済会久慈救難所の皆さんと浅野常務理事

　平成２５年１０月１２日、茨城県久慈救難所の今橋輝
男所長と所員の皆さんが空路ではるばる沖縄県那覇市
にある公益社団法人琉球水難救済会を訪ねて来られま
した。
　御一行は、まだ夏真っ盛りのような那覇空港に全員が
海上保安庁の冬の制服・制帽と見間違えるような久慈
救難所の制服をまとって降り立ち、大型観光バスに乗り
換えて午後３時半に当会の事務所ビルの建つ、那覇港
泊埠頭にご到着されました。
　泊埠頭はダイビングで有名な慶良間諸島への観光客
の送迎船の基地になっており、乗船待ちの観光客は潮
風に焼けた２５名の凛々しい海の男たちが冬の制服姿
で整列するのを見てびっくりしながらも珍しそうに
シャッターを切っていた。
　御一行は３階建ての事務所ビルに上がり、琉球水難
救済会浅野常務理事から、米国民政府当時の時代に琉
球警察局の監督の下、琉球水難救済会の歴史が始まっ
たことなどの説明を受けた後、久慈救難所の今橋所長
から８０年に渡る久慈救難所の歴史や先の大津波の被

害、輝かしい人命救助により総理大臣から表彰を受け
た経緯などのお話でお互いの紹介を行いました。
　視察は１時間余に及び、お互いの今後の健闘と連帯
を誓って終了しました。
　琉球水難救済会は４，０００人余の会員を有し、各地
域の救難所と情報の共有化を図りながら、積極的な組
織の運用を進めており、平成２５年１１月５日には愛知県
水難救済会の吉川修一所長も訪問され、組織の運営等
について意見交換を行っています。

はるばる茨城から遠来の同志たちを迎えて
公益社団法人　琉球水難救済会

　　　常務理事　浅野　貞雄

茨城県水難救済会久慈救難所のみなさんが（公社）琉球水難救済会を親善訪問

MRJ フォーラム 投　稿 平成２５年における日本水難救済会 会長表彰受章者一覧（敬称略）

１ 海難救助功労者
（１）救助名誉功労表彰
　　個人（１名）
　　　○徳島県水難救済会鳴門救難所堂浦支所 大塚一之
（２）救助特別功労表彰
　　個人（３名）
　　　○和歌山県水難救済会紀南東部救難所串本支所 伊勢谷和彦、伊勢谷俊彦
　　　○（特）長崎県水難救済会豊玉町救難所豊玉水崎支所 藤川一義
（３）救助功労表彰
　　団体（３件）
　　　○（特）長崎県水難救済会有川町有川救難所
　　　○（特）長崎県水難救済会西海大崎救難所
　　　○和歌山県水難救済会紀南東部救難所串本支所
（4）海難救助出動回数功労表彰（54名）
　　　○（公社）北海道海難防止・水難救済センター（６名）
　　　　２０回（余市救難所）篠谷 誠、（松前救難所松前支所）渡辺孝行、（虎杖浜救難所）渡辺正太郎、大友 哲、川北善行
　　　　５０回（松前救難所松前支所）白川幹夫
　　　○茨城県水難救済会（１名）
　　　　２０回（大洗支部救難所）川上隆生
　　　○千葉県水難救済会（２０名）
　　　　２０回（銚子市救難所外川支所）金野一男、（九十九里町救難所）小倉千明、（鴨川救難所）畠山 勲、山本浩昇、（新勝浦市救難所鵜原支所）奥田利光、
　　　　　　 （新勝浦市救難所興津支所）佐久間正、秋葉輝雄、（新勝浦市救難所大沢支所）鈴木久夫、松村吉力、（新勝浦市救難所川津支所）市原義次
　　　　３０回（九十九里町救難所）伊藤正幸、浅野美智子、（鴨川救難所）浜崎千尋、
　　　　５０回（九十九里町救難所）古関 保、庄司喜吉、
　　　　６０回（九十九里町救難所）成川尚義、（鴨川）坂本年壱
　　　　８０回（九十九里町救難所）作田 節
　　　 １１０回（九十九里町救難所）米澤秀夫、成川清子
　　　○（特）神奈川県水難救済会（３名）
　　　　２０回（鴨居救難所）福本 稔、（久里浜救難所）山上晃、榎本信男
　　　○京都府水難救済会（１名）
　　　　２０回（マリンレスキュー網野救難所）東 宣行
　　　○新潟県水難救済会（６名）
　　　　２０回（岩船港救難所）小田政市、脇坂三重城、浜地庄栄、佐藤 優、小野塚与喜夫、鈴木三夫
　　　○佐賀県水難救済会（１名）
　　　　２０回（玄海中地区救難所）浜道貴希
　　　○（特）長崎県水難救済会（２名）
　　　　２０回（三重救難所）戸田 恵
　　　 ２５０回（稲佐救難所）宮崎一吉
　　　○（公社）福岡県水難救済会（１４名）
　　　　２０回（神湊救難所）三苫豪冬、（鐘崎救難所）七田勝雅、（奈多救難所）今林治久、（西浦救難所）山坂照幸、（玄界島救難所）古嶋尚樹、（姫島救難所）須田俊光
　　　　５０回（津屋崎救難所）花田和明、（地島救難所）岩崎 悟、（西浦救難所）木戸秀保、（玄界島救難所）寺田藤弘
　　　　７０回（唐泊救難所）冨永輝久
　　　　８０回（唐泊救難所）板谷正隆
　　　　９０回（唐泊救難所）戸田利則、冨永友喜
（5）勤続功労表彰（４１名）
　　①４０年勤続功労（２名）
　　　○（公社）北海道海難防止・水難救済センター（１名）
　　　　（えりも岬救難所）渡部 泰
　　　○千葉県水難救済会（１名）
　　　　（鴨川救難所）庄司喜吉
　　②３０年勤続（２４名）
　　　○（公社）北海道海難防止・水難救済センター（８名）
　　　　（えりも岬救難所）駿河秀雄、（室蘭救難所）室村茂樹、久保秀孝、（庶野救難所）細越幸信、佃 繁、（奥尻救難所）川尻光紀、（青苗救難所）住吉武弘、手塚哲春
　　　○（特）秋田県水難救済会（９名）
　　　　（八森救難所）武田 篤、田中哲美、（本荘西目救難所）柳橋富夫、鷹島長一、佐々木勝則、佐々木光男、（金浦救難所）柳田 章、佐藤真智夫、池田秀男
　　　○千葉県水難救済会（３名）
　　　　（鴨川救難所）山田清志、松本喜代隆、岡﨑清一
　　　○島根県水難救済会（４名）
　　　　（出雲救難所大社支所）加村十四夫、早野政幸、（出雲救難所日御碕支所）浅津喜弘、岡義隆
　　③２０年勤続（１５名）
　　　○（公社）北海道海難防止・水難救済センター（６名）
　　　　（庶野救難所）大場勝人、斉藤武彦、野阪友広、諸橋和幸、小山内義典
　　　　（松前救難所大沢支所）坂本昭市
　　　○（特）秋田県水難救済会（４名）
　　　　（岩館救難所）岡本 徹、菊地博之、（船川救難所）天野長兵衛、能登谷勝
　　　○千葉県水難救済会（５名）
　　　　（鴨川救難所）山田弘行、庄司高雄、花澤正敏、田丸幸男、小松崎治助

平成25年における会長表彰者についてお知らせすることにしました。受章された皆様の益々のご活躍を祈念いたします。
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銀色名誉有功盾

事業功労有功盾

金色名誉有功盾

（6）退職職員の永年従事功労表彰（５１名）
　 　○（公社）北海道海難防止・水難救済センター（７名）
　　　　（厚岸救難所）鈴木 誠、（浜中町救難所琵琶瀬支所）小川一幸、（浜中町救難所奔幌戸支所）佐藤勝美、（根室救難所）得能 貢、能登一信
　　　　（庶野救難所）佃 繁、（様似救難所）向田昭一
　 　○千葉県水難救済会（４名）
　　　　（鴨川救難所）岡﨑良次、細川 孝、熊谷 繁、鈴木栄治
　 　○（特）神奈川県水難救済会（１５名）
　　　　（久里浜救難所）三富政夫、（大磯救難所）関野昇
　　　　（腰越救難所）斎藤純一、角田太郎、金子一一、水島政信、金子正義、池田正晴、三浦一浚、鈴木 猛、金子康資、水島信一、池田武司、池田博夫、角田浦三
　 　○新潟県水難救済会（１７名）
　　　　（両津救難所）北 勇夫、（直江津救難所）田中義輝、（糸魚川救難所）塚田四一、（山北救難所）富樫幸夫、本間文雄
　　　　（岩船港救難所）鈴木寅男、大宅孝市、布施 進、齋藤富一、小野塚敏春、香取信三、瀬賀富次郎、菅原章一、佐藤信也、吉田兼雄、斉藤栄吉、五十嵐隆
　 　○岡山県水難救済会（１名）
　　　　（オバタマリーナ救難所）小幡英輔
　 　○（公社）福岡県水難救済会（７名）
　　　　（加布里救難所）稗田善徳、（有明マリン救難所）吉村 繁、（姫島救難所）松尾光徳、（弘救難所）今泉準治、（奈多救難所）今林修一、（野北救難所）塚本武広
　　　　（姪浜救難所）蔦田純一

２ 洋上救急功労者
（１）金色名誉有功表彰
　　団体（１件）
　 　○日本医科大学付属病院（出動20回）
（２）金色有功表彰
　　団体（１件）
　 　○石巻赤十字病院（出動１２回）
（３）銀色有功表彰
　　①個人（７件）
　 　 （出動３回）
　 　○琉球大学医学部附属病院 医師 久木田一朗、医師 近藤 豊
　 　○沖縄県立八重山病院 医師 今村昌幹
　 　○日本医科大学付属病院 医師 渡辺顕弘、医師 恩田秀賢
　 　○石巻赤十字病院 医師 小林正和
　 　 （出動４回）
　 　○沖縄赤十字病院 医師 佐々木秀章
　　②団体（2件）
　 　 （出動５回）
　 　○沖縄県立南部医療センター・こども医療センター
　 　 （出動７回）
　 　○琉球大学医学部附属病院
（４）有功表彰（１件）
　 　 (２3年)
　 　○宮城県洋上救急支援協議会 事務局長 鈴木 武
（５）感謝状（１件）
　 　 （１５年）
　 　○北部九州地区洋上救急支援協議会 副会長 堀 泰三

３ 事業功労表彰
（１）一般寄附：１団体
　 　○出雲大社
（２）青い羽根募金
　　①団体：延べ53団体
　 　○きさらづ海洋少年団、大田区海洋少年団、沖縄海運株式会社、沖縄電力株式会社、陸上自衛隊那覇駐屯地(2)、航空自衛隊那覇基地(2)、第十一管区海上保安本部、
　　株式会社ココストアイースト、沖縄県(2)、名護市(2)、うるま市(2)、宜野湾市(2)、沖縄市(2)、恩納村(2)、宮古島市(2)、陸上自衛隊札幌駐屯地、海上自衛隊横須賀

地方総監部、航空自衛隊百里基地、浜田海洋少年団、出雲市消防本部、遊覧船かすみ丸有限会社、NPO法人ｼﾞｬﾊﾟﾝｹﾞｰﾑﾌｨｯｼｭ協会、宇野港旅客船船長会、庵治水
漁業協同組合、四国電力株式会社、コスモ石油株式会社坂出製油所、内海漁業協同組合、海上自衛隊呉地方総監部、海上自衛隊佐世保所在部隊、愛知県警察本
部、航空自衛隊小牧基地第１輸送航空隊、愛知県庁、航空自衛隊築城基地、航空自衛隊芦屋基地、陸上自衛隊福岡駐屯地、琉球海運株式会社(2)、(一財) 沖縄船員
厚生協会、読谷村、東洋建設株式会社、若築建設株式会社、ＳＧホールディング株式会社、藤沢海洋少年団、東京海洋大学学生寮一同、大阪府警察本部

　 　注）団体名のあとの(2)とあるのは表彰回が２回である
　　②個人：8名

公益社団法人日本水難救済会

〒102-0083　東京都千代田区麹町4丁目5番地
　　　　　　　 海事センタービル7階
電話：03-3222-8066　FAX：03-3222-8067
http://www.mrj.or.jp/index.html

　日本水難救済会では、会員（2号正会員または賛助会員）
となって本会の事業を支援していただける方々を募集して
います。
　2号正会員資格は、本会の事業目的に賛同して、年会費1
口1万円（1口以上）を納付された方で、会員になりますと、
総会に出席することにより当会事業に参画できます。
　賛助会員は、金品を寄付することにより本会の事業に貢献
いただくもので、寄付された方は、法人税・所得税の控除を
受けられる特典があります。
　希望される方は、当会にご連絡いただければ、入会申込書
をお送りいたしますので、必要事項を記入してお申し込み下
さい。

● 日本水難救済会会員募集 ●

編 集 後 記
☆皆様新年明けましておめでとうございます。
昨年、本会名誉総裁憲仁親王妃久子殿下が宮城県に御成りになりましたので、その状況を
本号のグラビアに掲載しました。名誉総裁は、東日本大震災で被害を受けた救難所等の復
興状況を御視察された他、閖上及び亘理の救難所員やご家族の皆さんと御懇談されまし
た。名誉総裁の心のこもった温かいお言葉に両救難所の皆さんは大いに感激しておられま
した。

☆マリンレスキュー紀行は、高知県水難救済会宇佐救難所及び幡東救難所にご協力をい
ただきました。大規模地震・津波が発生した場合に物資輸送などを担うなどの取り組みをさ
れていることから白羽の矢が立ったものです。ご協力有り難うございました。

☆今年の干支は、甲午。この干支に因み、こんぴらさんの神馬について琴陵泰裕様からご
寄稿をいただきました。神馬「月琴号」は、金刀比羅宮の２０１４年版絵馬にもなっていると
のことです。金刀比羅宮においては、海事関係者により安全祈願などが行われています。
同宮は水難救済会発祥の地でもあるので、例年４月に斎行される「琴陵宥常大人命銅像
祭」などの機会を捉えて、全国の水難救済関係者での安全祈願を恒例行事にできないか
と思っています。

☆過去の会報誌では、会長表彰を受章された皆様のお名前を掲載し、周知を図っていたと
ころですが、これを復活させるべきではとの声を受け、年１回まとめて掲載することとしました。

☆マリンレスキュージャーナルや本会ホームページに地方の活動状況などを今以上掲載し
たいと考えております。皆様からの投稿をお待ちしております。 

（常務理事　上岡）

制作 ・ 印刷　株式会社交文社
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