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族旅行、3月の32周年記念例会と、会員相互の親睦

を深めました。 

ゴルフ同好会のコンペも4回行われ、また、本年5

月に芸術文化同好会が企画してくれた京都半日旅

行には多数の会員家族が参加され、貴重な体験を共

有することができました。同月には新しい試みとし

て地区主催のロータリーフェスティバルが中之島

公会堂で開催され当クラブも多数の会員家族が参

加しましたが、テレビ報道等でロータリーの活動が

放映され広報活動の実を得ました。 

このように、本年度は、皆様のおかげで、奉仕と

親睦のバランスがとれた充実した活動を行うこと

ができましたが、これもひとえに会員皆様と事務局

黒田さん、そして大本幹事のおかげと感謝しており

ます。 

大変残念だったのは、名誉会員の髙折先生が急逝

されたことと松葉会員が公務のため退会されたこ

とでしたが、松田会員、鹿野会員、佐々木(裕)会員、

村上会員の4名が新たに加わり、会員増強において

も一定の成果を上げることができました。 

本日の最終例会にあたり、会員の方々、黒田さん、

大本幹事に改めて深く感謝申し上げますとともに、

当クラブの発展を祈念して最後の挨拶とさせてい

ただきます。 
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2015 年 6 月 26 日 第 1548 回例会 
ロータリー親睦活動月間 

    LIGHTLIGHTLIGHTLIGHT    UPUPUPUP    ROROROROTARYTARYTARYTARY    

ロータリーに輝きをロータリーに輝きをロータリーに輝きをロータリーに輝きを    

2012012012014444－－－－2012012012015555 年度年度年度年度        

国際ロータリー会長国際ロータリー会長国際ロータリー会長国際ロータリー会長    ゲイリーＣゲイリーＣゲイリーＣゲイリーＣ....ＫＫＫＫ....ホァンホァンホァンホァン    

「一年を振り返って」「一年を振り返って」「一年を振り返って」「一年を振り返って」    

2014〜2015年度も終わりを迎えようとしており

ます。 

おかげさまで、会長として1年の任期を無事に全

うできそうですが、会員の皆様方のご協力、ご支援

のお蔭と心から厚く御礼申し上げます。 

さて、本年度は『一人一人が輝くことでクラブ全

体が輝き、社会を照らす存在となろう』を当クラブ

の活動方針として掲げさせて頂き、それを具体化す

るため、① 奉仕と親睦のバランスのとれた実現、

②会員一人一人の実践と向上、③会員増強、④ロー

タリーファミリーの活用、を具体的な指針として、

委員会の活動や会員個々人の実践等を通じて行っ

てまいりました。 

すなわち、昨年7月から約1ケ月間の台北百齢RC

との短期交換留学生事業は会員や家族のご協力を

得て充実したものとなり、また、本年5月の百齢

RC28周年記念式典出席と相互のICS事業を通じて

姉妹クラブとの友好を更に深め国際奉仕に貢献す

ることができました。また、昨年8月の少年少女ニ

コニコキャンプ、大手前整肢学園夏祭り参加、12月

の同学園クリスマス会バザー開催等と充実した社

会奉仕活動を行うことができました。 

8月には地区交換留学生のマルユッカさんがフィ

ンランドから来日し、本年6月まで充実した留学生

活を送られました。昨年9月には相馬、石巻の被災

地訪問と支援活動を行い、翌10月にはIM参加、11

月には奈良市柳生で三世代合同社会奉仕事業を行

い、その後、三世代合同例会が太閤園で盛大に催さ

れ、三世代クラブの友好を益々深めました。 

12月のクリスマス家族会

には40名の会員と家族が参

加し、少ない予算の中、1年

の締めくくりとして美味し

い食事とアトラクションを

楽しませてもらい、また、

翌1月の淡路島での親睦家
会長会長会長会長    金髙金髙金髙金髙    好伸好伸好伸好伸    



先週先週先週先週の例会報告の例会報告の例会報告の例会報告    

昼の例会での会長挨拶は今日が最終です。来週

は最終例会で親睦活動委員会とSAAの皆様にお世

話になります。 

また、対外的な会長の職務としても来週木曜日

にマルユッカさんがお世話になった高校へのあい

さつを残すのみとなりました。 

逆に、本日例会終了後に開催の7月度理事会や明

日の地区会員増強セミナー出席と、次年度行事が

本格的に始動しております。会長年度がもうすぐ

終わるとホッとしていたのになかなかゆっくりと

させてもらえそうではありませんが、残りの期間

を精一杯頑張っていきたいと思いますので、ご協

力よろしくお願い致します。 

 国内ビジター 0名   会 員 数  37名  

 外国ビジター 0名   出席規定適用免除   6名  

 国内ゲスト  0名   会 員 出 席  27名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  4名 

<6 月 19 日の出席率 88.89％>  

Make up を含む 5/29 の出席率 90.33％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

1． 次週の最終例会のお時間お間違えの無いよう

ご注意下さい。 

朝槻・・・梅雨らしくない雨？災いがないことを

望む。 

福井・・・金髙会長アト 1回ガンバッテ。 

長谷・・・特別卓話、楽しみにしています。昨日

東京で医師会の保険部門で銀賞を頂き

ました。うれしかったです。 

金髙・・・夜例会の最終例会を除いて、いよいよ最

後の通常例会となりました。 

木村・・・小松先生が出席で嬉しいです。 

小林・・・金髙会長、大本幹事、一年間ありがと

うございました。少し早いですが、来

週欠席いたしますので。 

小松・・・いつも欠席がちのおわびです。 

河野・・・中村匡克先生、AED講習楽しみです。

いろいろありがとうございました！ 

中村(匡)・北消防署の救急隊のお話、しっかり身

に付けたいと思います。 

岡田・・・次男が免許をとりました。 

岡本・・・金髙会長、大本幹事 あと 1回です。

がんばって下さい。次年度理事会、中

林さん、竹森さん、がんばって下さい。 

大蔭・・・金髙会長、もう少しですネ！頑張って

下さい。 

大本・・・理事会早退のおわび。来週、最終例会

です。 

瀬尾・・・特別卓話、楽しみです。 

山本・・・特別卓話、楽しみにしています。 

・本日、例会終了後 13時 40分より｢桃の間｣にて

7 月度定例理事会を開催致します。理事役員の

方はご出席お願い致します。 

 ◎本日のプログラム◎本日のプログラム◎本日のプログラム◎本日のプログラム    ◎次週◎次週◎次週◎次週((((7777 月月月月 3333 日日日日))))のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    

――――    会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶    ――――    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

――――    ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告    ――――    

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥44447777,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥2,2,2,2,222266662222,000 ,000 ,000 ,000 ----＞＞＞＞    

･最終例会･最終例会･最終例会･最終例会（（（（11118888：：：：00000000～～～～    ））））    

･懇親会･懇親会･懇親会･懇親会（（（（18181818：：：：33330000～～～～    ））））    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢君が代君が代君が代君が代｣｣｣｣｢奉仕の理想｣｢奉仕の理想｣｢奉仕の理想｣｢奉仕の理想｣♪♪♪♪    

･お祝いと表彰･お祝いと表彰･お祝いと表彰･お祝いと表彰    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢年頭における私の決意と抱負年頭における私の決意と抱負年頭における私の決意と抱負年頭における私の決意と抱負｣｣｣｣    

会長会長会長会長    中林中林中林中林    邦友邦友邦友邦友    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ランゲランゲランゲランゲ「「「「幸福幸福幸福幸福」」」」    

――――    次年度次年度次年度次年度幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    



｢｢｢｢助かる命を助けるために助かる命を助けるために助かる命を助けるために助かる命を助けるために    

～心肺蘇生と～心肺蘇生と～心肺蘇生と～心肺蘇生と AEDAEDAEDAED の使い方の使い方の使い方の使い方｣｣｣｣    

大阪市北消防署大阪市北消防署大阪市北消防署大阪市北消防署    救急隊員救急隊員救急隊員救急隊員    

皆さんが救命処置の必要な場面に出くわしたと

きには、勇気をもって、救急隊員が来るまでの、

一次救命処置を行ってほしい。 

① まず、その場所が安全であるかどうかの確

認、傷病者及びその場所が濡れていないか

の確認を行うこと(二次災害を防ぐため、

AEDを有効にするため)。 

② 次に、傷病者を仰向けにして、呼び掛けを

行い、胸や腹部の動きを見て、呼吸の有無、

反応の確認を行うこと。呼吸・反応がなけ

れば、 

③ 周りの人に協力の依頼をお願いし、具体的

に、Aさんには｢119番に電話をして、救急

車を呼んで下さい！｣と依頼、B さんには

｢AEDを探して、持って来て下さい！｣と依

頼すること。 

④ Aさん、Bさんに依

頼をすると同時

に、傷病者の顎を

上げ、頭を下げて

空気の通り道を開

いて、鼻を軽くつ

まみ、｢マウス to

｢｢｢｢パオラの田植え体験パオラの田植え体験パオラの田植え体験パオラの田植え体験｣｣｣｣    

多田多田多田多田    秀觀秀觀秀觀秀觀    

6月 14日、日曜日 9時過ぎに加古川駅に迎えに

行きました。新快速は行ってしまったのに出てこ

ないのは？と電話で呼んでみると『前の場所でお

待ちしています。』違う場所で待っていたら会える

はずはないと、｢最初に来た時に車に乗ったとこ

ろ｣でしばらくして姿が見えました。 

すでに苗は運んでいるはずで、家に着くと作業

服に着替えて田んぼに送ります。そこには息子が

運んできた苗を積みやすい位置に配置している途

中でした。『田植え機を持ってくる』と彼女をおろ

し機械をとりに帰ります。車を家に置き田植え機

に乗り換えて田んぼに着くと珍しそうに機械を眺

めています。 

肥料と苗をセットして植え始めたのですが、先

日の代掻きで泥の深い場所にトラクターが沈み込

みやっと上がった場所で田植え機も沈没しまし

た。無様な姿をパオラのカメラに収められ、悔し

かったのですが今日中に作業を終わらせるほうが

先なので、家にトラクターをとりに帰り少し離れ

た地盤の固いところからロープを伸ばして田植え

機を引き上げました。 

このとき泥をかき分けながら手探りでロープを

かける場所を探したのですが、かなりの太さのパ

マウス｣の方法で、傷病者に息を 2回吹き込

む(人工呼吸)。 

⑤ 次に、傷病者の胸の真ん中に、右の掌の根

元を当て、左手の掌をその上に重ねて、肘

を伸ばし、体重をかけて、肩を上下させて、

｢胸骨圧迫｣を、AEDが到着するまで、繰り

返し行う(毎分 100回)。 

⑥ AEDが到着すれば、AEDの操作を優先し、

AEDの｢音声メッセージ｣に従って、評価・

行動を、落ち着いて行う。 

皆さんの勇気で、助かる命を助けることが出来ま

す！ 

皆さんのご協力をお願いします！ 

(記：中村 匡克) 

 

 

――――    先週の先週の先週の先週の特別特別特別特別卓話卓話卓話卓話    ――――    

――――    会員投稿会員投稿会員投稿会員投稿    ――――    



・・・・6666 月月月月 26262626 日日日日((((金金金金))))        18181818：：：：00000000～～～～    

最終例会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

・・・・7777 月月月月 10101010 日日日日((((金金金金))))        11118888：：：：33330000～～～～    MUMUMUMU 事業事業事業事業    

米山奨学生歓迎会 

   (厨房開花 柑子家(こうじや)) 

・・・・7777 月月月月 15151515 日日日日((((水水水水))))        11118888：：：：33330000～～～～20202020：：：：30303030    MUMUMUMU 事業事業事業事業    

交換留学生歓送迎会 

   (帝国ホテル｢フライングトマトカフェ｣) 

・・・・7777 月月月月 17171717 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

8月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・7777 月月月月 31313131 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：00000000～～～～    

クラブ協議会(ガバナー補佐ご臨席) 

   (帝国ホテル｢牡丹の間｣) 

・・・・8888 月月月月 7777 日日日日((((金金金金))))        11116666：：：：00000000～～～～    

大手前整肢学園盆踊り大会 

   (大手前整肢学園) 

・・・・8888 月月月月 21212121 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

9月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢部屋未定｣) 

・・・・9999 月月月月 12121212 日日日日((((土土土土))))        9999：：：：00000000～～～～    

三世代クラブ合同社会奉仕事業 

   (須磨海浜水族館) 

イプがあったので｢これこれ｣とロープを巻き付け

首尾よく引き上げたかに見えました。確かに機械

は上がってきたのですが、ロープをかけたあたり

から赤い血のような液体が滴っています。『何？』

慌てて見に行くと、フレームパイプと思っていた

のは実は作動油のホースのもとのパイプだったの

です。 

ホースが破れて作動油を巻き散らし万事窮す、

農機具屋に電話して『引っ張り上げたけれどホー

スを破ってしまった、何とかできるか？』『そこの

ホースは太いからね、水道のホースがあれば 2m

ぐらい用意しておいてください。ここの試運転を

済ませたら駆けつけます。』それじゃ到着まで 2

時間か、先に帰って昼ご飯にしよう。と全員帰宅、

機械を気にしながらのんびりと食事？？ パオラ

がびっくりしています。 

田んぼで機械が故障したらすぐにメンテナンス

が駆けつけてくる、しかも修理してしまうなどイ

タリアでは考えられない。『日本では普通なんで

す』食事が済んでのんびりしていると電話機が鳴

りました。『今現場です、破損個所が端っこなので

ホースの緩みを引っ張りこんで修理ができそうで

す。』これで用意した 2mは無駄になりました。 

しかし作動油は補充ができたので、これで作業

再開 OK.『おーい治ったぞ！』二人を呼んで作業

再開、パオラに少し運転させようと思っていたの

ですが、今日中の片づけが優先と一人で植えるこ

とにして、二人には苗箱洗いと苗や肥料の補給を

頼みました。 

どうやら出来上がり家に着いて、私は機械の水

洗いへ、パオラには『ご苦労様、シャワーを浴び

てきて』すると彼女は『ちょっと山へ竹(竹の子)

を採ってきます、袋があれば貸してください。』『叫

び声が聞こえても気にしないで』『何？』『キャー

とかギャーとか』。機会の洗いが何とか済んだ頃、

帰ってきました。 

細いのや太いのを含めて十数本。3 人で皮をむ

き少し塩を入れて茹でました。帰りの時間がある

というので筍を弁当箱に詰めて渡し、駅まで送り

ました。 

帰った後詰めきれずに残った筍は夕食の焼きそ

ばに入っていました。初夏の味も楽しんだ一日で

した。 

 

 

――――    直近の行事予定直近の行事予定直近の行事予定直近の行事予定    ――――    


