本日の行事予定 (2018 年 8 月 24 日)
第 3162 回例会
≪ガバナー補佐公式訪問例会≫
卓話担当：和田典之ガバナー補佐

いきます。すでにマスコミなどで言われていますよ
うに、睡眠の前半 90 分の眠りが、子供でいえば成長
ホルモン、大人になれば免疫ホルモンの約 80％が出
ると言われています。寝入りばなの重要性が確認さ
れるところであります。
さて、今月は「会員増強・新ク
ラブ結成推進月間」
でありまして、
後ほど松本委員長からもお話し
いただきます。数年前、私も増強
委員長をさせていただきました
が、その節は前年の山田勝弘委員
長やメンバーの皆様のお声がけ
で、入会者が多かったことを思い
出します。そういったことからも、やはり、会員増
強委員会を中心に、みなさんのお力が不可欠と思わ
れます。どうぞよろしくお願いいたします。
本日は、救急救命士の小池様から、ＡＥＤのご指
導をいただきます。かつて、例会で学んだのですが、
いざという時にやれることが大切です。しっかり学
びましょう。
前回の例会から 2 週間、間がありまして、私も会
社の夏休みをとらせていただいて、家族で北海道へ
行きました。大事な家内はもちろん、長男夫婦、次
男夫婦、孫 2 人、計 8 人の旅で、孫が小さいだけに、
あまり移動のない函館を選択しました。当日は小雨
が降りしきり、気温も 20 度前後でして、半袖どころ
か長袖が必要でした。函館というと、まず「イカ」
ですが、長男が最初の夕食を担当して、イカを中心
に海鮮を、2 日目の夜は次男が担当して、ウニを食べ
に行きました。
私は、約 30 ㎞程離れた所にある、大沼公園の近く
の山川牧場の「ローストビーフサンド」が食べたく
て、家族を案内しました。牧場ですので牛がたくさ
んいまして、孫が大喜びでした。その後は乗り物好
きの孫のため、北海道新幹線を見るため函館北斗駅
に行き、緑色のボディの「つばさ」を見に行きまし
た。１時間に１本しかなかったのですが、運よくし
っかり見られました。そして、市内にもどり、今度
は函館の市電に乗りました。函館駅に孫を送り、操
車場に出迎えにいきました。函館は 5 回目だったの

先回の記録
第 3161 回 ’18 年 8 月 17 日（金）晴れ
≪会員増強・新クラブ結成推進月間≫
卓話担当：会員増強委員長 松本浩義君
講
師：津島消防署救急第 2 グループ
救急救命士 小池章太氏
演
題：「ＡＥＤの重要性について
パートⅡ」
ストレッチ体操 加藤則之君
ロータリーソング 「手に手つないで」
ソングリーダー 寺島淳一君
ビ ジ タ ー 大宮隆志君（稲沢ＲＣ）
会 員 総 数 66 名
7 月 13 日例会分訂正
出席免除会員 21 名
欠 席 会 員 14 名
本日出席会員 55 名
MAKEUP 会 員 10 名
本日の出席率 83.33％
訂 正 出 席 率 98.41％
超 過 出 席 伊藤哲朗君、山田勝弘君、吉田康
裕君、相羽あつ子君、猪飼充利君、伊藤幸藏君、
伊藤基君、幅辰雄君、松本浩義君、三谷栄一君、
中野義光君、佐藤敬治君、篠田廣君、杦田勝彦君、
滝川林一君、田中正明君、寺田晏章君（第 2 回役
員理事委員長会議）、伊藤哲朗君、吉田康裕君(第
33 回津島東高校インターアクト例会)、相羽あつ
子君(地区インターアクト海外派遣出発式)、浅井
彦治君(地区職業奉仕委員会)、篠田廣君(次期ガバ
ナー補佐研修会議)、吉田康裕君(地区イメージ向
上委員会)、長田一郎君(名古屋空港ＲＣ)、猪飼充
利君(地区社会奉仕委員会)

会長挨拶
伊藤哲朗会長
暑さも峠を過ぎたか、と思われますが、まだまだ
油断ができません。また、台風の発生も多く、日本
本土をうかがうようなもの、それと共に雨の被害も
あり、気になるところであります。そして、ずっと
冷房の中にいますと体が冷え、病気のもとになって
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ですが、家族と行くとメニューが違います。そんな
旅行ですが、こんな大所帯で行けるのも、そうある
ことではないなと思っています。私共のような仕事
ですと、混みあう時に出かけることはなく、いつも
割安でしたので、
（今回は）費用も随分かかりました。
最終日に、函館に 17 店舗あるハンバーガーレスト
ラン「ラッキーピエロ」に寄りました。お昼に函館
名物の塩ラーメンを食べましたので、一番代表的な
ハンバーガーを 2 種類買い、
みんなで味見しました。
価格は 340 円、350 円でしたが、まあおいしい。ここ
の顧客のトップクラスは、新製品の試食会に呼ばれ
るなど、ユニークな活動をしています。
「ラッキーピ
エロ」の頑張っている姿を見て、帰途につきました。
さて、お盆中は、やっぱり仕事でして、珍しく雑
貨の会議をやっておりました。また、ガイドボラン
ティアの例会もお盆関係なしでして、普段の第 2 日
曜日の例会よりは少しすくないなあとは思いました
が、まあまあ集まっていました。
夜はゴルフに行かれたメンバーに声をかけていた
だき、少し普段より多めにお酒をいただき、ゴルフ
の勝ち負けに耳を傾けていました。篠田先生は奥様
がご旅行中ということで、お洗濯のことや、いろい
ろお話をうかがうことができました。その折、開腹
せずに穴をあけてする手術は、日本で初めて篠田先
生がなさったと聞き、びっくりしました。会合でお
会いする機会は何度かあるのですが、やっぱり、こ
ういった機会にそういったことをお聞きでき、嬉し
い限りです。一杯入りますと、たいてい同じ話の堂々
巡りになるのですが、新しい事実も聞けるので、お
盆のひとときはこういった機会を作っているんだな
あと、思いました。
ところで、お盆は本当に忙しいか、ということで
すが、夏休みに長期休暇を利用して、海外や国内に
旅行したり、実家に里帰りをする方で、新幹線や高
速道路が満員になって大移動が行われていて、買物
するかなあ、と考えられます。買物する方は少ない
ようで、ショッピングモールは、飲食を中心に遊び
に来ている方が多いようです。
イオンもテレビで、
「涼みにきてね」と呼びかけて
いる程ですから。夏物衣料は、最終価格と呼びかけ
ていますので、一所懸命売ろうとはしていますが。
早いところは、7 月から秋物を展開しています、が、
暑くてそう売れるものではありません。ふとんは、
この暑さで冷え冷えの商品が売れていますが、あと
は……。雑貨は先ほどの大移動のせいで、帰省ギフ
トが中心です。ヒット商品は携帯扇風機と、これま
た「冷え冷えタオル」でした。
「涼みにきてね」とい
う呼びかけで、まずまず、ショッピングモールには、
お客様が集まったようです。昨日は、家内と 2 人で
岐阜県の「モレラ」というショッピングセンターに
出かけました。ここは家賃が安かったのか、いろん
な専門店が集まって勉強になります。やっぱり、勉
強、勉強で、お盆も過ぎていきました。

幹事報告
吉田康裕幹事
 本日は、西尾張分区内交流で、
稲沢ロータリークラブより 1
名の方が例会に出席してい
ただいています。
 本日の例会終了後、親睦活動
委員会が開催されます。滝川委員長はじめ委員
会メンバーの皆様、よろしくお願い致します。
 平成 30 年 7 月豪雨義援金を捻出するため、次
週の例会食事メニューは天丼に変更させてい
ただきます。
 8 月 21 日（火）、第 2 回地区社会奉仕委員会に
猪飼地区委員が出席予定です。
 次週 8 月 24 日（金）は、ガバナー補佐公式訪
問例会です。例会終了後にクラブ協議会を開催
しますので、委員長の皆様はクラブ計画書に基
づき、説明をお願い致します。
 8 月 26 日（日）、青少年奉仕委員会による「第
18 回天王子ども塾～ジュニア版～津島郷土カ
ルタで遊ぼう」が津島市観光交流センターにて
開催されます。中野委員長はじめ委員会メンバ
ーの皆様、よろしくお願い致します。
 11 月の地区大会出欠の津島ＲＣ事務局への連
絡は本日までとなっております。まだ回答を提
出していない方はよろしくお願いします。

ニコボックス報告 第 3161 回分
柴田伸彦ニコボックス委員長
小池章太氏 （お車代を）全額
寄付いたします。
大宮隆志君（稲沢ＲＣ）今日は
よろしくお願いいたします。
伊藤哲朗会長、山田勝弘副会長、
吉田康裕幹事 ①本日の卓話講
師に、津島消防署救急第 2 グループ救急救命士の
小池章太氏をお迎えして。②稲沢ロータリークラ
ブ大宮隆志君をお迎えして。③松本浩義会員増強
委員長、本日の卓話よろしくお願いします。
飯村理君、猪飼充利君、片岡鉄君、加藤隆朗君、
加藤則之君、加東育郎君、小林啓子君、杦田勝彦
君、高木輝和君、宅見康悦君、野尻栄一君、幅辰
雄君、山本達彦君 稲沢ロータリークラブの大宮
隆志君、分区内交流で出席くださりありがとうご
ざいます。
松本浩義君 本日卓話を担当します。よろしくお
願いいたします。
浅井賢次君 ①久し振りにすがすがしい朝を迎え、
自宅から天王川までウォーキング。1 ヶ月半ぶり
に冬眠ならず夏眠から目を覚まし、ラジオ体操を
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し、津島神社、仏閣へお参りし、8500 歩完歩しま
した。今日は 1 万歩確実、歩くことは良いことで
す。涼しくなったら毎日また歩く予定です。②お
盆には河西先生、ありがとうございました。
鈴木吉男君 8/1～8/8 まで津島市国際交流協会
で、アメリカのハーキュリー市に高校生 2 人 中
学生 6 人を連れてホームスティをしてきました。
ロータリーの例会にも出席してきました。
宇佐美三郎君 さわやかな今日を迎えて。
河西あつ子君 久しぶりに出席します。
住田正幸君 なんでもえーで入れといてちょー。
伊藤幸藏君 どーも、どーも、どーも。
水野憲雄君 副会長の
山田さん、ニコボック
スの担当者が声が出な
くて代わりに発表して
いただいて、ありがと
うございました。声が
出ないのはつらいです。
相羽あつ子君 飯村さんにお世話になりました。
岡本康義君 水野さんにお世話になりました。
柴田伸彦君 ①石川県珠洲市で開催された第 17
回日本スカウトジャンボリーに参加してきました。
せっかくなので珠州市の珠州ＲＣで Make-up して
きました。
伊藤哲朗会長、滝川林一君、浅井彦治君 いつも
掲載されています。
（笑）
根﨑健一君、山田公男君、余郷利彦君 その他。

卓 話
≪会員増強・新クラブ結成推進月間≫
卓話担当：会員増強委員長 松本浩義君
講
師：津島消防署救急第 2 グループ
救急救命士 小池章太氏
演
題：「ＡＥＤの重要性について
パートⅡ」

突然心臓が止まってしまう人の中には、心臓が
ぶるぶると震える「心室細動」が原因の場合が少
なくありません。ＡＥＤは、そのような心臓に電
気ショックを与えることにより、心臓の震えを取
り除くための機器です。
①心停止の予防
②早期認識と通報
③一次救命処置（心肺蘇生とＡＥＤ）
④二次救命処置と心拍再開後の集中治療
上記の 4 つは傷病者の命を救い、社会復帰に導
くために必要となる一連の行いで、「救命の連鎖」

といいます。究明の連鎖の最初の 3 つは市民の皆
様が担っています。

図１（東京消防庁ホームページより）は、現場
に居合わせた人が心配蘇生を行ったほうが、救命
のチャンスが高まることを示しています。
平成 27 年には、救急隊が到着後に電気ショック
を行った場合、社会復帰できた人は 18.9％ですが、
住民が救急隊の到着前に電気ショックを行った場
合の社会復帰率は 43.3％で、2.3 倍高いというデ
ータがあります。一刻も早い心配蘇生、ＡＥＤが
重要であることがわかります。
【ＡＥＤの使用方法】
①ＡＥＤを傷病者の近くに
置き、電源を入れる(蓋を
開けるだけで電源が入る
機種もある)。
②ＡＥＤパッドを貼り
付け、本体にコネクタ
を挿入する(コネクタ
が最初から挿入され
ている機種もある)。
極力胸骨圧迫を続け
ながらパッドを貼る。
③自動的に解析が始ま
るため、傷病者から離
れる(ショックが必要
か不用かをＡＥＤ が
判断する)。
④ショックが必要ならショック
ボタンを押す。この時も傷病者
には触れない。
⑤ショックが終わる、また
はショック不要と判断さ
れたら、直ちに胸骨圧迫
を再開する。
【平成 29 年中の津島市のデータ】
救急件数
心肺停止症例
市民による心配蘇生あり
市民によるＡＥＤ貼付あり
通報～救急隊到着（平均）

2915 件
97 件
28 件
5件
8分
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救急隊が到着するまでの 8 分間、何もしなけれ
ば傷病者が助かる可能性はかなり低くなります。
通常 3～4 分で脳の回復が困難になります。つまり
たとえ心臓の動きが戻ったとしても、意識の回復
はなくなるということです。
平成 29 年中、津島市では 3 時何程度の普通救命
講習Ⅰを 17 回、30 分～1 時間程度の簡易的な心肺
蘇生法やＡＥＤの講習を 70 回実施しました。
普通救命講習は年 4 回定期開催(今年度残りは 9
月 9 日、12 月 9 日、3 月 10 日)、もしくは、津島
市在住または在勤の方で、希望に応じて 5 名～24
名で開催可能です。申し込みは津島市消防本部
（0567-23-0119）へ問い合せるか、津島市ホーム
ページを参照してください。

国内外遠隔地例会出席
【ハーキュリーＲＣ】
鈴木吉男君
8 月 2 日(木)、HERCULES ＲＣ（ＲＩ第 5160
地区）の例会に出席しました。シビックセンター
という公共の会館で朝 7：30～8：30 に例会があり、
会員数 18 名のうち 14～15 名が出席するそうです。
皆若くて、会長は 25 歳の女性でした。

↓公園の銘板

その他

山田勝弘副会長

TSUSHIMA
ST.の看板→

【珠洲ＲＣ】
柴田伸彦君
8 月 9 日(木)、石川県の珠洲ＲＣ
（ＲＩ第 2610 地区）の臨時出張例会
に出席しました。

ビジターの
大宮隆志君
(稲沢ＲＣ)
ストレッチ体操
加藤則之君
地区Ｒ財団セミナーで
いただいた感謝状を、伊
藤哲朗会長より佐藤敬
治直前会長にお渡しし
ました。

珠洲ＲＣ会長

↑3 人の“スカウト
ロータリアン”左側は第十四代松平家領主松平頼
武氏、右側はミズノスポーツ会長の水野正人氏。
水野氏は 2013 年、ＩＯＣ「2020TOKYO オリンピ
ック」誘致のオリエンテーションに参加しました。

8 月 23 日(木)、台風 20 号接近にも負けず、桑
名ＣＣで 7 名がゴルフを楽しみました。優勝は
山田公男君です。おめでとうございます！

次回例会
第 3163 回 ’18 年 8 月 31 日 (金)
卓話担当：神谷里明君
講
師：津島市民病院救急医療部長
松永宏之氏
演
題：「災害医療について」
ゲ ス ト：津島東高校ＩＡＣ顧問
近藤小百合先生
演
題：「海外派遣研修報告」

順位

氏

名

OUT

IN

ｸﾞﾛｽ

Hcp

ﾈｯﾄ

優勝

山田公男

54

55

109

28

81

2 位

伊藤幸蔵

56

53

109

26

83

3 位

山本達彦

46

49

95

12

83

お知らせ
■第 18 回天王子ども塾
「～ジュニア版～津島郷土カルタで遊ぼう」
と き：8 月 26 日（日）9：30～16:45
ところ：津島市観光交流センター
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