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第1834回例会
平成21年11月12日

例会日／木曜日　12時30分～13時30分　　例会場／北海道ホテル  帯広市西7条南19丁目1（ＴＥＬ21-0001）
創立／1972年2月24日　　事務局／帯広経済センタービル4階　ＴＥＬ25-7347（直通）　ＦＡＸ28-6033

たいまつ宣言
1.我々は 垣根のない交流を目指し 友情の輪を拡げる
1.我々は 他に依存することなく 自らを発する
1.我々は 常に変革をもって 行動する
1.我々は 自己の研鑽の為に 真の奉仕を実践する
1.我々は 生涯現役であり 活動に引退はない

2009,November

■会長報告
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　皆さんこんにちは。会長報告を申し上げます。
　最近人間の仕業かと思うような残忍な事件が起こっていますが、
本当にこの世の中どこか狂い始めているとしか考えられません。人
が人をバラバラにしたり、自分のエゴのために簡単に人を殺したり
とか、ほんとに狂っているとしか考えられません。どうしてこんな
世の中になってしまったのだろうかと思います。
　私は、やはり小さい頃からの教育が大切ではないかと思います。
能力・学力だけの教育より、人としての教育に力を入れるべきだと
思います。どんどん残忍な事件がエスカレートしないうちに、今か
ら対策をして「人の命」の尊さを教えて欲しいものです。
　今日はプログラムが混んでいますので、あと理事会の報告をさせ
て頂きます。
　まず1つ目は、10月21日まで次年度会長エレクト候補の申し出が
なかったため、10月29日に指名委員会が立ち上がり開催されました。
　2つ目は、今月26日の夜間例会の30分の延長が承認されました。
　3つ目は、長期計画特別委員会よりバナー購入について、バナー
50枚、特大バナー2枚の事業費138,000円の購入を承認させて頂き
ました。
　4つ目は、前にご案内しましたがインドネシア3400地区とのマッ
チンググランドの件です。現在、西クラブで19名の協力を得てい
ますが、ロータリー財団の資金が枯渇したとのことで資金は出せな
いとの連絡がありました。しかし、プロジェクトとして認めるので
各クラブ使途指定寄付で再度検討協力して欲しいとの事です。これ
について理事会として承認させて頂き、協力できる方を募集します
ので山本幹事までお申し出てください。よろしくお願いします。
　以上で会長報告とさせて頂きます。
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エコキャップの回収に
協力して下さい

世界の子どもたちにワクチンを届けよう!

会長　  深澤　知博

■今月の主な行事
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■出席状況報告
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点鐘	 深澤知博会長
開会宣言	 横田幸宏SAA
ロータリーソング（奉仕の理想）	 横田幸宏SAA
ゲスト紹介	 深澤知博会長

帯広消防署鉄南出張所 所長 救急救命士 佐藤悦弘様
（会食）
会長報告	 深澤知博会長
会務報告
①帯広南RC、夜間例会開催のお知らせ
　　日　時　11月16日（月）
　　　　　　午後6時30分
　　場　所　北海道ホテル
②帯広南RC、11月23日（月）は祝日のため休会いたします。
③帯広西RC、夜間移動例会開催のお知らせ
　　日　時　11月26日（木）午後6時30分
　　場　所　シャレード（西2南10石川屋ビル5F）
④帯広西RC、年次総会開催のお知らせ
　　日　時　12月3日（木）午後0時30分（例会時）
　　場　所　北海道ホテル

委員会報告（各委員会）

深澤知博会長　結婚記念祝いありがとうございました。
久保忠正会員　勝毎に大臣受賞で友人と二人で載りました。

プログラム	 社会奉仕委員会
　最近AED（自動体外式除細動器）を
見かけるようになりました。これに
よって日常的に人の命が助けられる
状況になっておりますのでロータリ
アンの皆様にも使いこなして頂ける
ようにと企画致しました。

	 	 帯広消防署鉄南出張所		所長		救急救命士

「AEDの講習会」

　今回は一般市民向けのAEDに
ついてのお話をしたいと思いま
す。最近ではよく見かけるよう
になりましたAEDですが、市の施設関係、スポーツ施設、
医療機関、老人介護施設、スーパー、歯科医院などに
も多く見かけるようになりました。平成16年7月から
一般市民でも使えるようになっています。
＊心肺蘇生法について
・傷病者を発見したら、まず自分自身の安全の確認（周囲
を確認しての安全を確保する）意識の確認（反応の確
認、なければ協力者を求める、救急車を呼ぶ人、AEDを
持ってくる人等）心肺蘇生法は

1．気道確保（舌根沈下を防ぐ）、顎を持ちあげて鼻の穴を
天井に向ける。

2．呼吸の確認（胸元を見て呼吸音を聞いて自分の頬で吐

息を感じて確かめる。5秒以上、10秒以内で確認する）
◦呼吸無し→胸骨圧迫（心臓マッサージ）と人工呼吸（マ
ウストゥマウス。指で傷病者の鼻をつまんで自分の息を2
回入れる。1回の吹き込みは1秒間）を30：2でAEDが届く
まで続ける。心臓マッサージは止まった心臓を動かす為
ではなく、脳にいち早く血液を送り酸素を供給する為に
行う。胸骨圧迫（心臓マッサージ）は傷病者の胸骨の真
ん中に自分の手と手を重ねて、手の付け根部分のみ当て
て行う。30：2を5セット、最低2分間行う。

＊AEDについて
AED（自動体外式除細動器）とは、心臓がけいれんし血
液を流すポンプ機能を失った状態になった心臓に対し
て、電気ショックを与え、正常なリズムに戻すための医
療機器です。AEDが届いたら電源を入れ、電極パッドを
皮膚に直接貼り付け、機器の音声案内に従いすぐに心
肺蘇生法を再開。蓋を開けるか電源をいれるタイプの2
種類ある。機械から操作の順にメッセージが流れるの
で、その通り操作すれば誰でも操作可能である。着衣
を脱がす（この間も心臓マッサージを続ける）はさみで
着衣を切る、パットを貼る部分だけはぬれていたら取り
除く、貴金属を取る、体毛（パットが貼付出来れば大丈
夫）、ペースメーカーの位置を避けて貼る。一枚は右の
胸、もう一枚は左の脇腹に貼る。電極は心臓を挟んで
貼る事。次、メッセージ通り続けて操作する。大切な
事は救急車が来るまで絶え間なく続ける事。又、胸骨
圧迫は強く押す。パッドは救急隊が到着するまで外して
はいけない、又、電源を切ってもいけない。一般の人
は傷病者の意識が戻ったからといってパットを取ったり
電源を切る行為は出来ない、救急隊と医師しか出来な
い。（また止まる可能性があるのでそのままにしておく）
大人用、子ども用も中に入っている。また、AEDは心臓
の状態を測定しショックの必要性を判断するため、正常
な人にAEDの電極を装着しスイッチを入れた場合でも、
人体に悪影響は及ぼさない。

　以上、ご清聴ありがとうございました。

閉会宣言	 横田幸宏SAA
点鐘	 深澤知博会長

11月はRI指定の「ロータリー財団月間」です。
理事会
　・インドネシアとのマッチンググラントは、地区DDFから1,000
　　ドルの支援を受けることになりましたが、ロータリー財
　　団からは出してもらえないことになりました。
（ロータリー財団のプロジェクトとしては認める）
　・インドネシア、2500地区、関連RCで資金を出し合い、事
　　業を遂行致します。この事業に賛同して頂ける会員は、
　　現在、納めた財団の100ドル献金の使途を上記事業に
　　指定することにより、協力できます。申込み、詳細は11
　　月15日まで、幹事山本にお願い致します。
SAA
　・11月の粗食例会は19日を予定しています。

　次週プログラム予定
11月19日（木） ロータリー財団委員会
　 「ゲスト卓話」「ロータリー財団にご理解を」
　　RI第2500地区年次寄付恒久基金委員会
　　　　　 委員長 細川吉博 様（帯広北RC）

お	知	ら	せ

山本範之幹事

内海仁司委員長

佐藤悦弘様

出席報告出席委員会
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ニコニコ献金親睦活動委員会
佐々木和彦会員


