
［４］遺児等育英奨学金事業
互助会規約第17条

災害を受けた会員の遺児に対して育英奨学金の
給付及び貸与を実施する。

［５］災害見舞金給付事業
互助会規約第18条

会員が自然災害又は火災等により、会員が所有
する住居及び家財又はそれらのいずれかに被害
を被った場合は、その会員に対し、損害の程度
に応じて災害見舞金を給付する。
ただし、損害の程度の換価価格が10万円未満の
場合は給付の対象としない。

［６］時効
互助会規約第19条

上記［1］から［5］に規定する給付を請求する権利
は、発生した日から3年間請求を行わないとき
は、時効によって消滅する。

互助会事務局より

［１］互助会入会及び更新時期
互助会の会期は、当年10月1日から翌年9月30
日までとなっております。 
ご案内のとおり、平成25年度互助会の入会及び
更新につきましては、
・加入申込日は、原則として平成25年8月31日

までとなっております。 
・会費納入日は、原則として平成25年9月30日

までとなっております。
※１  会費納入が遅れた場合、互助会各事業の効力は、会費納入の

翌日からとなりますのでご承知おきください。 
※２  年度途中で加入される場合の会費の減額はありませんのでご

承知おきください。

［４］互助会加入案内
年会費は、東日本大震災による災害見舞金の給付が完了するまでの間は、
1,000円となります。
互助会では、会員及びご家族の相互救済と福利増進を図る観点から、災
害補償事業、各種見舞金事業、遺児育英事業等、いざというときの備え
として極めて有意義な制度を運営しております。
次頁に掲げるこれら事業の内容をご一読の上、多くの皆様が互助会に
ご加入されることをお待ちしております。

［２］加入者の現状
加 入 者 数　20,004人（平成25年7月31現在）
救難所員数　53,615人（平成24年3月末現在）
加　入　率　37.3％（前年度実績40.6％）

［３］災害見舞金の現状
平成23年3月11日に発生した東日本大震災に
より被災された互助会会員の方々に災害見舞金
給付を進めているところですが、平成25年7月
時点の累計で769人に対して、3,301万円を給
付しました。 
なお、給付請求が行えるのは平成26年3月10
日までです。

互助会に関する問い合わせ
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
Ｅ m a i l  　gojyokai@mrj.or.jp

福島県水難救済会

江名救難所 ７人 ２３万円

中之作救難所 ６人 ２６万円

小名浜救難所 １９人 ８６万円

久之浜救難所 ３８人 １７４万円

四倉救難所 ２１人 ８２万円

沼之内救難所 １１人 ４５万円

豊間救難所 ２９人 １３４万円

勿来救難所 ９人 ３６万円

新地救難所 １２人 ５２万円

原釜救難所 ７４人 ３２８万円

原釜救難所磯部支部 １８人 ７９万円

鹿島救難所 ２２人 １０２万円

請戸救難所 １５人 ６９万円

●24年度分災害見舞金給付内訳

事業の内容

［１］災害給付事業
互助会規約第14条、第14条の2

（会員が水難救助業務中に災害を受けた場合）

（１）東京海上日動火災保険（株）と契約

●死亡保険金
　15,000,000円

●後遺症傷害保険金額（障害等級に応じて）
　15,000,000円

●入院保険日額（事故の日から180日以内）
　4,000円／日

●通院保険日額（90日を限度）
　2,500円／日

※この保険契約の関係で、互助会会員が訓練に参加した場合は、実
施年月日等必要事項を記した名簿を保険会社に提出する必要があ
りますので、各救難所で名簿を作成しましたら、suzuki@mrj.or.jp
までメール送信してください。

（２）会員が死亡した場合は、2万円を限度として
花輪又は生花を遺族に給付する。

［２］休業見舞金給付事業
互助会規約第15条

（会員が水難救助業務中に災害を受けた場合）

負傷し、疾病にかかり、そのため療養開始後従
前得ていた業務上の収入を得ることができない
場合に、90日間を限度として見舞金を給付する。

［３］私物等損害見舞金給付事業
　　互助会規約第16条
　　（会員が水難救助業務中に損害を受けた場合）

（１）業務遂行の為に必要と認められる私物を破
損、焼失、遺失等した場合、損害額の半額
又は3万円のうち、いずれか少ない金額を給
付する。ただし、損害額が１万円未満の場
合は給付の対象としない。

（２）船体・属具を破損等した場合、損害額の半
額又は10万円のうち、いずれか少ない金額
を給付する。ただし、損害額が1万円未満の
場合は給付の対象としない。

日本水難救済会救難所員等互助会は、救難所
員及びそのご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こと等を目
的としております。多くの会員の皆様のご加
入をお願いします。
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平成25年度青い羽根募金運営協議会開催

中央洋上救急支援協議会第28回通常総会開催
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　平成25年5月21日、東京・麹町の海事センタービル
7階会議室において、平成25年度青い羽根募金運営協
議会が開催されました。
　同協議会には、委員である部外の有識者7名が参加し、 
平成24年度の青い羽根募金活動の状況、募金の実績及
び募金の使用実績が報告されたほか、平成25年度の青
い羽根募金活動計画が審議され、7月、8月を「青い羽根
募金強調運動期間」として全国的に募金活動を展開する
こと及び活動を展開するに当たっての具体的推進策等が
承認されました。

　平成 25 年 6 月 17 日、東京・平河町の海運ビルにお
いて、中央洋上救急支援協議会第 28 回通常総会が開催
されました。
　開催にあたり、日本水難救済会相原会長の挨拶ののち、
中央洋上救急支援協議会 重 義行会長の挨拶があり議案
の審議となりました。議案は、

　 第1号議案「平成 24 年度事業報告 ( 案 ) について」
　 第2号議案「平成 24 年度収支決算 ( 案 ) について」
　 第3号議案「平成 25 年度事業計画 ( 案 ) について」
　 第4号議案「平成 25 年度事業収支予算について」
　 第5号議案「役員の改選について」

　平成25年6月5日、東京・平河町の海運ビルにおいて、
日本水難救済会第121回定時社員総会が開催されました。
　総会の開催にあたり、議長である日本水難救済会相原会
長の挨拶ののち、議案審議となりました。議案は、

　 第1号議案「平成24年度事業報告(案)について」
　 第2号議案「平成24年度収支決算(案)について」
　 第3号議案「役員の選任について」

にいて審議され、それぞれ異議なく承認されました。
　役員の選任については、第121回定時社員総会をもっ
て、これまでご就任いただいていた19名の理事の任期が
満了することから、引き続き、平成 27 年度の定時社員総
会までとして理事を選任し、また、 監事1名がご都合によ
り退任されたことから新たな監事 1 名の選任をするもの

をテーマに審議され、それぞれ異議なく承認されました。
　議案審議ののち、来賓の北村隆志海上保安庁長官（当時）
のご挨拶を賜り、総会を終えました。
　また、総会に引き続き、洋上救急事業に功労のあった
団体として日本医科大学付属病院及び個人として同病院
医師 恩田秀賢氏及び渡邊顕弘氏のお二人に対して洋上救
急功労者表彰が行われ、相原会長から表彰状などが贈呈
されました。

でありましたが、いずれも選任されました。
　議案審議の後、

　 （1）平成25年度事業計画
　 （2）平成25年度収支予算書 
　 （3）東日本大震災への対応について 
　 （4）(公社)日本水難救済会マスコットキャラクターの
　　　愛称等について 
　 （5）名誉総裁表彰式典の開催について

報告がなされましたが、質疑もなく総会を終えました。
　引き続き、来賓の本川一善水産庁長官及び海上保安庁次
長のご祝辞を賜り、定時社員総会を締めくくりました。
　総会後は、理事の再任及び新たな監事が総会において選
任されたことを受けて、引き続き、臨時理事会を開催し、
代表理事(会長及び理事長)及び業務執行理事の選任につい
て審議が行われ、 代表理事には会長として相原力氏及び理
事長として向田昌幸氏、また、業務執行理事(常務理事)と
して上岡宣隆氏が再任されました。

平成 25 年度の青い羽根募金強調運動等について審議されました

青い羽根募金運営協議会の模様
重義行中央洋上救急支援協議会会長の挨拶

第121回定時社員総会の模様

洋上救急功労者表彰を受けた日本医科大学付属病院横田裕行副院
長及び同病院医師恩田秀賢氏及び渡邊顕弘氏

(公社)日本水難救済会 平成24年度第3回理事会開催

（公社）日本水難救済会 第121回定時社員総会及び臨時理事会開催

　平成25年3月18日、東京・麹町の海事センタービル8階会議
室において、平成24年度第3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
の挨拶とご臨席の海上保安庁警備救難部平田救難課長からご挨
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25年度事業計画(案)について」
 　第2号議案「平成25年度収支予算(案)について」
 　第3号議案「新規会員入会の承認について」
 　第4号議案「会費の納入の減免について」
 　第5号議案「定時社員総会の開催等について」

について審議され、それぞれ異議なく承認されました。なお、
第4号議案の会費の納入の減免についての承認を得たことから、
東日本大震災により被害を受けた岩手・宮城・福島の各水難救
済会の会費の納入については、25年度も引き続き、減免措置を
行うこととなりました。 議案審議の後、報告事項として

　 （1）東日本大震災義援金の受付及び配分状況等について
　 （2）マスコットキャラクターデザインの選定結果等について 
　 （3）日本水難救済会救難所員等互助会の運営状況について

についての報告がなされ、その後、質疑応答に入りました。
　質疑では、「マスコットキャラクターの地方水難救済会での使
用に関して、 制約があるのか。」との質問があり、「これについて
は著作権などの一部制約もあることからそれらを含めて地方で
の使用方法を通知することとしている。」 旨、常務理事から説明
がなされ、理事会終了となりました。

平成 25 年度事業計画案や予算案が審議されました

平成 24 年度事業報告案や収支決算案が審議されました

平成 24年第￼3￼回理事会の模様

平田海上保安庁警備救難部救難課長のご挨拶

理事会でマスコットキャラクター
の名称￼「きゅうすけクン」が決定
されました。

北村隆志海上保安庁長官￼(当時)
の来賓挨拶

総会で挨拶をされる
枡野龍二海上保安庁次長(当時)

総会で挨拶をされる
本川一善水産庁長官
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☆最近各地で豪雨などによる災害が発生しています。本号では、地震・津波等災
害発生時における救援について特集をしました。地方水難救済会の活躍が地域に
おいて一層の信頼を得ることにつながっていくものと思います。

☆マリンレスキュー紀行では、北海道海難防止・水難救済センター松前救難所、
知内救難所にご協力いただきました。取材先は、これまでの取材地、救助出動の
回数・内容、地域への貢献度等を考慮して選定しております。取材を希望される
救難所がありましたら申し出ていただければと思います。

☆「歴史探訪」は今号は休みです。その代わりにライフジャケットの着用につい
ての取り組みを掲載しました。

☆ライフリングを各地に設置するプロジェクトを海上保安部や地方公共団体の協
力を得ながら推進しておりますが、この度、沖縄県の残波岬に設置したリングが
人命救助に功を奏したとの情報をニュースで知り、その概要を調査して記事とし
ました。ライフリングの設置に当たり関係者と調整する際活用できると思います。

☆救難所員等が出動した海難救助活動を新聞等マスコミが報道する際、救難所名
等を付さず、「○○魚組の△△丸が救助した」等の記載が散見されます。水難救
済会のボランティア救助員の活動を理解していただくためにも、救難所名等の記
載が望まれます。

（常務理事　上岡宣隆）

編 集 後 記

制作・印刷　エイアンドエー株式会社

● 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。

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

マスコットキャラクター「きゅうすけクン」 マスコットキャラクターグッズ

マスコットバッジ マスコットキーホルダー

日本水難救済会マスコットキャラクター及び愛称の決定

年賀寄附金の配分を受け消防・排水ポンプを整備

 日本水難救済会では、海で遭難した方々の救助を行うボランティアを支える本会の活動を広く国民の皆様に理解を深め
ていただくため、平成25年5月14日、青い羽根募金をはじめ本会が行う各種事業に関する広報・啓蒙活動に使用するマ
スコットキャラクタ ーを定め、その愛称を「きゅうすけクン」と決定いたしました。マスコットキャラクターは、平成24
年11月1日から平成25年1月31日までの間、本会ホームページ等により一般募集し、合計819点の応募作品の中から
最優秀賞に選ばれたグラフィックデザイナー 西田達則氏のデザインに本会のロゴマークを加えたものです。
　また、本会では、マスコットキャラクター「きゅうすけクン」のマスコットバッジ及びマスコットキーホルダーを作成し、
青い羽根募金をはじめ本会が行う各種事業の広報・啓発活動に使用することといたしました。
　マスコットバッジは高さ約3センチメートルの金属製で、オリジナルデザインに金の縁取りを施したピンバッジです。
また、マスコットキーホルダーは高さ約3.3センチメートルのポリ塩化ビニル製で、水色の根付ストラップが付いたものです。

 日本郵便株式会社から水難救助体制復興のための救助機具 
整備事業費として、平成25年度年賀寄附金の助成を受け、宮 
城県水難救済会閖上救難所に消防ノズル、ホース等付属品一式 
を含む出力34キロワット級の消防・排水ポンプ1台を整備し 
ました。年賀寄附金の配分を受けての消防・排水ポンプ整備は、 
昨年度の岩手県水難救済会宮古救難所田老支所、福島県水難救 
済会原釜救難所及び大洗支部救難所に続き4台目となります。

出雲大社から多額のご寄附をいただきました

本会会長表彰の様子（左から千家宮司御夫妻、￼高円宮憲仁親王妃久子殿下、
相原会長、向田理事長）

　60年ぶりとなる出雲大社の「平成の大遷宮」を記念し、
故高円宮憲仁親王殿下と高円宮憲仁親王妃久子殿下が
蒐集された根付を中心とした根付の展示会「高円宮コレ
クションと石見根付」が出雲市大社町の大社文化プレイス
うらら館で、平成25年5月19日から同29日までの間に
開催され、多くの市民が鑑賞に訪れました。この展示会
を機に高円宮家とご縁の深い本会に寄附していただくこ
とになり、高円宮邸において8月13日、高円宮妃久子殿下お
立会のもと、出雲大社の千

せ ん げ た か ま さ

家尊祐宮司から本会の相原力
会長へご寄附いただき、相原会長から千家宮司に会長感
謝状と事業功労有功盾を贈呈いたしました。平成16年
に出雲大社宝物殿において故高円宮憲仁親王殿下のご

愛用品やご蒐集された根付などを集めた特別展「素顔の一瞬（と
き）」が開催された際にも本会は出雲大社から多額のご寄附いた
だいており、千家宮司はじめ関係各位に重ねて心から感謝申し
上げます。

高円宮憲仁親王妃久子殿下お立会による出雲大社
千家宮司様から本会相原会長への寄附金の贈呈


