平成21年度第1回互助会理事会開催

○平成21年度事業計画および収支予算書については、

平成21年10月27日、海事センタービル8階会議室に

○日本水難救済会救難所員等互助会規約の一部改正につ

おいて、日本水難救済会救難所員等互助会の第1回理事会

いて……日本水難救済会救難所員等互助会規約第十六

が開催されました。議案は次のとおりです。

条に、『2 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・属具を破損等した場合、

○第1号議案

損害額（当該船体・属具の修理等に要する経費）の半額

○第2号議案

のとする。ただし、損害額が一万円未満の場合は給付

平成20年度事業報告及び収支決算
（案）
について
平成21年度事業計画及び収支予算
（案）
について

○第3号議案

日本水難救済会救難所員等互助会規約の一部改正
（案）に
ついて

又は十万円のうち、いずれか少ない金額を給付するも
の対象としない。』を追加

2．災害給付及び見舞金給付事業

会の更新等を実施いたしました。結果、21年度当初に

た、同日開催されました本会平成21年度第2回理事会に

21,973名の方々が会員となっております。（20年度は

おいて、日本水難救済会救難所員等互助会の理事の推選

21,571名）

(案)が審議され、山内静夫様より理事辞任の申し出があり

互助会としましては、救難所員等の方々が安心して救難

ましたので、同互助会規約七条二項の規定に基づき、上野

業務等に従事できるようサポートしていきたいと思ってお

新作様
（漁船保険中央会

りますので、よろしくお願いいたします。
なお、事務局といたしましては、発足以来の目標である
会員3万名を目途に、「500円で大きな安心を」のキャッチ

第1回理事会において承認された項目

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てまいりました。
平成20年度の加入者数は21,571名でした。

互助会事務局から

以上が審議され、それぞれ異議なく承認されました。ま

会長）を推選し、全員異議なく承

（平成20年10月1日から平成21年9月30日まで）

1．加入者数について

互助会発足から1年が経過し、去る9月30日互助会入

認されましたので、報告いたします。

フレーズで会員募集（随時）に努めております。未加入者の
加入について、よろしくお願いいたします。

○平成20年度事業報告および収支計算書については、
別添1および2のとおりです。

（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るための事業で
すが、20年度において該当する事例はありませ
んでした。
（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するための事業ですが、20
年度において該当する事例はありませんでした。
（3）
私物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

［別添2］

第 1 回互助会理事会の様子
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平成20年度事業報告

［別添1］

別添3および4のとおりです。

場合、規約の定めるところにより、所定の見舞
金を給付するための事業ですが、20年度におい
て1件の事案
（21．3．26付）に対して、3万円
の見舞金を給付しました。
（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、貸与するための事業
ですが、20年度において該当する事例はありま
せんでした。
（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、
規約の定めるところにより、所定の見舞金を給
付するための事業ですが、20年度において1件
の事案
（20．12．12付）に対して、10万円の
見舞金を給付しました。
（6）
互助会誌発行事業
事業成果、決算報告の周知等のため、互助会
誌を発行する事業ですが、20年度においては互
助会誌の発行に代わり、「すいきゅうNEWS」1
回、
「マリンレスキュージャーナル」1回に互助
会コーナーを設け、第1回理事会開催、平成20
年度事業計画及び収支予算、互助会加入者数の
状況、給付事業状況等を掲載し会員各位に周知
いたしました。

平成20年度互助会収支計算書

（平成20年10月1日から平成21年9月30日まで）

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 補助金等収入
日本水難救済会補助金収入
３雑収入
事業活動収入計
２．事業活動支出
１事業費支出
互助会事業保険料
互助会事業給付金
互助会事業貸付金
互助会誌発行
２管理費支出
人件費ほか
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
前期収支差額
次期繰越収支差額

予 算 額

決 算 額

増

（単位：円）
減

備

21,571 人

11,000,000

10,785,500

-214,500

4,500,000
0
15,500,000

4,500,000
70,233
15,355,733

0
70,233
-144,267

7,460,500
2,460,500
2,000,000
2,000,000
1,000,000
4,247,800

2,239,000
2,109,000
130,000
0
0
4,230,109

-5,221,500

11,708,300
3,791,700
3,791,700
0
0
0

6,469,109
8,886,624
0
8,886,624
0
8,886,624

-5,239,191
5,094,924
-3,791,700
8,886,624
0
8,886,624

考

-17,691
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三峯神社および株式会社八木橋様より、多額のご寄付をいただきました

平成21年度事業計画

［別添3］

（平成21年10月1日から平成22年9月30日まで）
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設置し、運営されるものであります。

1．会員の募集について

平成20年度の加入者数は21,571人でありまし
たが、これは旧共済事業での加入者数比約800人の
増であったことから、21年度においても引き続き
会員の募集に努め、互助会の安定した運営を図るた
めに、会員数30,000人を目途に努力してまいりま
す。

2．災害給付及び見舞金給付事業等

（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
は、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。

高円宮様のお人柄を偲ぶ
「高円宮憲仁親王殿下御ゆかりの品々で綴る宮様の思い出展」
を開催。
その収益の一部を、本会へご寄付をいただきました。
去る6月18日から同22日まで、埼玉県の八木橋百貨店にお
いて「高円宮憲仁親王殿下御ゆかりの品々で綴る宮様の思い出
展」が開催されました。

本会にご寄付いただくことになりました。
10月28日、ご寄付いただいた三峯神社中山高嶺宮司および
（株）八木橋

この特別展は、殿下のお人柄を偲び殿下のゆかりのお品を国
民が身近に鑑賞できる機会として催されたもので、多くの人々
が訪れました。

八木橋宏純社長に対し、高円宮邸において妃殿下

お立ち会いのもと、本会相原会長から感謝状ならびに事業功労
有功盾の贈呈を行いました。
三峯神社中山高嶺宮司および（株）八木橋

この度、展覧会の収益の一部を、三峯神社および（株）八木橋

八木橋宏純社長を

はじめ、関係者の皆様方に深く感謝申し上げます。

様のご厚意と、高円宮妃憲仁親王妃久子殿下のご意向により、

平成21年度互助会収支予算書

（平成21年10月1日から平成22年9月30日まで）

［別添4］

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 補助金等収入
日本水難救済会補助金収入
３前期繰越収支差額
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
人件費ほか
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
次期繰越収支差額
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（3）私物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。
（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、
規約の定めるところにより、所定の見舞金を給
付します。
（6）互助会誌発行事業
事業成果、決算報告の周知等のため、互助会
誌を発行します。

予 算 額

決 算 額

増

本会会員様より多額のご寄付をいただきました

（単位：円）
減

備

11,000,000

11,000,000

0

0
8,886,624
19,886,624

4,500,000
0
15,500,000

-4,500,000
8,886,624
4,386,624

7,232,000
2,232,000
2,000,000
2,000,000
1,000,000
4,422,400

7,460,500
2,460,500
2,000,000
2,000,000
1,000,000
4,247,800

-228,500
-228,500
0
0
0
174,600

11,654,400
8,232,224
1,000,000
7,232,224

11,708,300
3,791,700
3,791,000
0

-53,900
4,440,524
-2,791,000
7,232,224

7,232,224

0

7,232,224

考

海上の安全のボランティア活動を支援するため、
Page T. 純江様とPage Jun様よりご寄付をいただきました。

22,000 人

本会 2 号会員で香川県高松市ご在住の Page T. 純江様および
ご子息の Page Jun 様（株式会社ランゲージハウス代表取締役
社長）から本会へ多額な寄付のお申し出がありました。
ご両人とも、5 月 21 日に開催された第 117 回総会に出席さ
れたことから、その機会を利用して、総会終了後、直接本会会
長に目録が贈呈されました。
Page 様はヨットを所有され、海上の安全に強い関心があり、
本会のボランティア活動の公益性に鑑みお申し出がなされたも
のです。Page T. 純江様と Page Jun 様に深く感謝申し上げま
す。

左から、相原会長、Page Jun 様、Page T. 純江様
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I N F O R M A T I O N
●助成金を受けて行う事業には助成団体を明示

築70年の建物と往時の活躍を偲ばせる双眼鏡に寄せて

○救難所地鎮祭
一月十一日午前十一時より芝區芝浦海岸通三丁目地先東
京救難所新築豫定地に於て地鎮祭を擧行す、本部より松平
副會長、松下、石榑兩理事、小野、高木、鳥野、石井各幹
事、各委員、福島東京救難所長外所員、其他染谷東京水上
警察署長、渡邊工務所員、淸水組員等參列の下に修祓、降
神、献饌、祝詞、切麻行事、玉串奉奠等あり、午前十一時
二十五分終了す
○救難所落成式
十月二十一日午前十時三十分より芝區海岸通り三丁目七
ノ一に建築中の東京救難所落成式を同所に於て擧行す、出
席者松平副會長、酒井、松下各理事、見山澤各監事、牛塚、
小泉、松波、村田各評議員東京市委員部委員副總長、主事、
委員各區委員長、委員會員外來賓、本部職員、救難所員等
約四百名、同建物三階会議室に於ける修祓式に次いで同建
物横の廣場に於て落成式を行ひ同十一時五十分閉式續て祝
宴に移り午後零時三十分盛會裡に終了せり

知のことと思いますが、海難救助訓練などがこれに当たります。
従って、看板や訓練資料、機材などを購入あるいは作成するに当っ

海を見続ける双眼鏡
昭 和 14 年 度（ 昭 和 14 年 1 月 1 日 ～ 12 月 31 日 ）
の会報誌に、以下の記載があります。

本会および地方組織が行う事業には、日本財団をはじめとする団
体から助成金等の交付を受けて実施しているものがあります。ご承

ては、これら助成金を受けている団体名を必ず表記するよう、改め

築 70 年、レインボーブリッジの西側付け根付近にその
建物は現存しています。外壁等の老朽化は著しいものの、
内部は堅固。建物の東側壁面には「大日本帝国水難救済会
東京救難所」の表示の痕跡が残り、歴史を感じさせます。
棧橋は救難所として利用されなくなってから撤去されたの
か、いまはありません。
この場所は昭和 14 年当時は東京湾を見渡せる好立地で
したが、いまでは遠望できる海の範囲は狭くなっています。
建物の 5 階には救難所から海を監視するための双眼鏡が
設置されており、往時が偲ばれます。この双眼鏡は外観こ
そ錆だらけですが、いまでも機能を果たしています。
この建物は昭和 45 年まで当会が使用していました。諸
般の事情より移転した後は一般の会社が使用していました
がそれも昨年春に退去、現在、入居者はおりません。

てお願いします。

●日本水難救済会会員募集
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。

投稿：日本水難救済会 常務理事 上岡

編集後記
★当会は昨年11月3日に創立120周年を迎えたことから、今号を創立120周年記念号
として企画しました。内容は、平成2年に「日本水難救済会100年史」が発行され、
当会の歩みが詳説されておりますので、ここ20年に焦点を当てたものとしました。

同救難所は昭和十四年一月起工渡邊建築工務所設計監督
の下に淸水組の施工により工事延人員五〇八三人を以て建
築せられたるものにして敷地面積六三坪、建築面積本屋
四六坪九〇、桟橋七三坪五〇、建築延面積本屋一一〇坪
七三、建物高さ八二尺（避雷針尖端迄）クリートコート吹
付鐵筋コンクリート五階建てなり、機艇引揚用棧橋に接續
せる艇庫等救難施設を始めとし電燈、傳声管、非常電鈴並
に衛生施設等最新の設計と設備を施したるものにして總建
築費十二萬圓なり

★120年は長いのか？ 我が年齢と、あっという間に過ぎ去ったその時間的感覚か
らすると、120年は2倍ほどの時間にしかすぎません。主観的にはそういった感覚
ですが、水難救済会の過去を振り返った時、幾多の変遷があり、長い歴史を感じ
ざるを得ません。特に、創立時の関係者のご尽力、戦争の激動期においても平素
と変わりなく、また敵味方に関係なく水難救済に尽くされてきた救難所員の活躍
など、先人の厚き志に裏打ちされた行動と実績に感銘を受けるところです。

現存する東京救難所の建物

★終戦後、海上保安庁が設立されるまでは水難救済会が我が国の海難救助の主体
でしたが、現在当会は海上保安庁の補完的救助組織として位置づけられ、海難救
助において変わらず重要な役割を担っています。「ぐるっと海道3万キロ」、海上保
安庁だけですべてを担えないのは明らかで、全国救難所員の海の安全と人を尊ぶ
精神に裏打ちされたボランティア活動は、将来においても期待され続けることで
しょう。
★記念号ということで、鈴木海上保安庁長官、栗林前会長、歴代理事長にご寄稿
をいただきました。お陰様で、充実した誌面とすることができました。皆様に御
礼申し上げます。
★マリンレスキュー紀行は、NPO長崎県水難救済会での現地取材でしたが、あい
にくの天候にもかかわらず大きな成果を上げることができました。稲佐・三重各
救難所員の方々の海難救助に対する真摯な思いをお伺いし、まさに胸を熱くする
経験だったと聞いております。周到な準備、そして取材当日の懇寧な対応など、
NPO長崎県水難救済会の皆様のご協力に心より感謝申し上げます。
★歴史探訪シリーズは、水難救済会発足に尽力された金刀比羅宮宮司琴陵宥常氏
の直系子孫、金刀比羅宮禰宜の琴陵泰裕氏にご執筆いただきましたが、記念誌の
執筆者としてまさに相応しい方にご協力いただけたことを喜んでおります。琴陵
氏のご協力に、心より深謝いたします。（常務理事 上岡）

建物 5 階に設置された双眼鏡
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新築当時の東京救難所

制作・印刷

エイアンドエー株式会社
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