
Sabae Rotary Club
鯖江ロータリークラブＲＩ第2650地区

創立１９５９年１０月２日　  承認１９５９年１０月４日 http://sabaerotary.com/

四つのテスト

真実か どうか
みんなに公平か
好意と友情を深めるか
みんなのためになるか どうか

⓵

⓶

⓷

⓸

WEEKLY REPORT

2017-2018年度

会　長　大 島　恒 彦

鯖江ロータリークラブ会長方針 

「クラブの改革」と「人道奉仕」
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会 長 の 時 間
幹 事 報 告 等
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鯖江商工会議所３階中会議室

できることから始めてみましょう

出席率73.3％

点鐘：12:30
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第2828回
12/8(金）

例会報告

第2829回
   12/15(金) 12月第4例会

点鐘：18:30点鐘：12:30

佐野　直美　会員
　田村会員と幸道会員の
紹介でロータリーに入り5
年たちました。いろんな方
の話を聞く機会があり有
難いと思っております。私

はなるべく休まず、「やっしきまつり」や「サバーン
のお約束体操」などにはできる限り参加する事で、
ロータリアンの輪を深め社会に貢献できる人間に
なりたいと思っています。私は5年前を振り返りな
がら生きていますが、5年前より、そして、5年後も
今が一番いいなと思える自分になりたいです。

僕のRC,私のRC,みんなのRC

卓話

テーマ

ロータリーソング
「我らの生業」

瀧谷　えみ子
ソングリーダー

 会 長 の 時 間

大島　恒彦　会長
　年次総会に入る前に
一言。小野様遠くからお
越しくださりありがとうご
ざいました。地区大会に
は皆で出席したいと思い

ますので、一人でも多くご登録お願いします。
　年次総会
　当クラブ細則第3条により臨時総会で指名され
た、次々年度会長及び次年度理事について総会に
出席した会員により採択及び採決を取ります。
次々年度会長指名者：清水康弘会員
諮った結果、全員賛成で承認されました。
次年度理事指名者：窪田 健一 会員、 堀江 邦旺 会
員、 幸道森市 会員、 帰山 明朗 会員、 瀧ヶ花 秀晃 

年次総会と会長挨拶

鯖江北RCとの合同夜間例会
「合併調印式」

会場：「神明苑」

会員、 吉田 俊博 会員、大橋 良史 会員、酒井 雅憲 会
員　諮った結果、全員賛成で承認されました。

清水 康弘  次々年度会長
挨拶　只今ご承認いただ
きありがとうございます。
精一杯頑張る所存です。こ
れから、大島会長や酒井
次年度会長を見習って勉

強していきますので、皆様方にはご指導ご鞭撻の
ほどよろしくお願いいたします。　　
会長の時間　12月3日（日曜日）に海外プロジェク
ト事業の相手国、バリ島のタクＲＣに所属の万亀
子・イスカンダールさんと大阪でお会いする事が
出来ました。バリ島はRI3420地区に所属していま
す。約2時間の話し合いの中で3420地区のことや、
今回のプロジェクトのホストクラブのタマン、タク
両ＲＣクラブのこと、バリ島の子ども達の教育水準
等詳しくお聞きする事ができ大変参考になりまし
た。インドネシアでは栄養失調や風土病等で、視力
が極端に悪い子どもや大人が沢山います。また検
眼機が少ないため、眼の悪い事を自覚していない
子どもも沢山いることを紹介されました。貧困家庭
ではメガネを買う事が出来ず、黒板の字が見にく
い事を理由に勉強に興味を示さない子どもが増え
ています。そこでタクＲＣのメンバーが月に２回検
眼機を持って各学校を訪問し、メガネをプレゼン
トする事業を展開しているとの事を話されました。
今現在メガネ待ちをしている子ども達が500人以
上いる事も紹介されました。今回の鯖江クラブの
事業大変喜んで頂き、大いに期待して頂いており
ます。免税手続き等こまかい事が残っていますの
で、バリ島での贈呈式は3月中旬、又は4月初旬を
予定しております。又、この事業に対し2500地区
から25万円の補助金を出して頂くことを決定して
頂きました。2500地区はこの事業以外に50万円
をかけて井戸堀の事業も行うそうです。
　2500地区から合同で贈呈式をしませんかとの
お誘いを頂いておりますので、理事会で検討して
行きたいと思います。

卓話

テーマ
年  次  総  会

「救命救急の最近の動向について」
鯖江丹生消防組合　指導救命士

木  水　誠  二   様 堀  江  邦  旺　会員

地区大会のインフォメーション
京都東RC 小野恭平 様
　今年度は、当クラブより
田中ガバナーを輩出させ
ていただいており、皆様に
は大変お世話になってお
ります。本年度の地区大

会は、「ロータリー：変化をもたらす」をテーマに、4
月7日・8日に「京都市勧業館みやこめっせ」をメイ
ン会場に開催いたします。当クラブは全会員一丸
となって田中ガバナーを支援するとともに、地区大
会の成功に向けまして、志高く準備に邁進いたし
ております。地区大会では、田中ガバナーの力強
いリーダーシップのもと、歴代パストガバナーを始
め第2650地区の皆様と「ロータリー：変化をもた
らす」を共有しながら、ロータリーに愛着と誇りを
もって、楽しく魅力ある多彩なプログラムを企画運
営したいと思っております。皆様におかれましては、
地区大会運営に際しまして、大きなご支援とご協
力をお願いしますと共に、貴クラブからの多くのご
登録とご参加をお願い申し上げます。4月7日・8日
は京都でお待ち申し上げます。
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小計 ￥     22,000　　
累計 ￥   560,000

にこにこＢＯＸ報告

日本事務局からのお知らせ
2017年12月のレートは、1ドル＝112円です
（12月レート適用は、12月1日（金）以降に弊局口座へ着金対象）

編集：会報委員会

鯖江・丹生消防組合 消防署 消防第1課
救急救命士 木水  誠二　様
プロフィール
消防士拝命　平成8年4月
救急標準課程　平成13年3月
救急救命士取得　平成16年11月

【認定】：気管挿管・薬剤投与・心肺停止前輸液・ビデオ喉頭鏡・指導救命士
　福井県の中でも、全ての資格を持っているのは私一人です。私の職場での役
割は、救急の現場に出動し、救命活動を行っています。本日も朝8時半まで救急
車に乗って仕事をし、報告書等仕上げてこちらに来させていただきました。私の
左手についているのは、指導救命士のワッペンです。この仕事は他の救急隊員
や救急救命士に対して、指導を行っています。また、他の救急隊の行った内容
が正当だったかどうか、検証させていただくという内容です。
　私どもの消防は、「鯖江・丹生消防組合」という名称で、鯖江市役所の隣の会
館にあります。職員数は112名、内救急救命士は33名、救急車は鯖江市と越前
町で合計6台あります。平成28年度の救急件数は、2,985軒ありまして、過去最
高の数字です。今年は今日現在で2,900件ですので、今年は昨年を超えるであ
ろうと思われます。福井県では28,512件、全国では6,210,082件、秒数で換算
しますと0.2秒に1件、全国のどこかで救急車が出動しているという現状になり
ます。我々の救急車は、色が違います。青いラインが入っているので、すぐ鯖江
の救急車だと分かります。県内の救急車で青ラインは鯖江だけです。救急車の
中にはいろんな機械が装備されています。電気ショックを与える機械・吸引器・
血圧計等です。正面の真ん中にある大きなモニターは、AVM装置と言いまして
消防本部と車両を繋ぐ通信機です。ナビの役割もしてくれて、やり取りをしなが
ら現場への道案内もしてくれる最新機械です。
　救急とは・・・
　救急隊は、基本的に救急自動車1台と救急隊員3人以上で編成され、隊長1
人、運転手1人、後ろで患者さんを見ている人が1人です。航空機（ヘリコプター）
の場合は、ヘリコプター1機と救急隊員2人以上となっていますが、現在福井県
には航空機の設備がありませんので、割愛させていただきます。
　消防署に入ると、誰でも救急車に乗れると思われているのではないかなと思
いますが、救急隊員は消防吏員の中から救急課程研修を250時間、県の消防
学校で教育を受けなければなりません。更に救急隊員になって現場で経験を
積みまして、救命救急士の国家試験に合格して初めて救命救急士となります。
救急救命士法第2条に「厚生労働大臣の免許を受けて、医師の指示の下に、救
急救命処置を行うことを業とする者」と記されています。血圧測定をするにもこ
の資格が必要だと、消防に入って私は初めて知りました。
　救急救命士が行う救急救命処置
　心肺停止状態の患者に対してのみ行うもの
・乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保のための点滴

幹　事　報　告
川手 博明　幹事
　来週15日の鯖江北RC
との夜間例会ですが、合
併調印式が行われます。
18：30より神明苑で開催
されますので、開会15分

前までには会場にお入りくださいますようお願い

・人工呼吸をするために、口の中に管を入れ気管内
　チューブによる気道確保
・アドレナリンを用いた薬剤投与
　心肺停止前の重度傷病者に対して行うもの
・乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保のための点滴
・低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与
＊上記の処置を行う場合は医師の具体的な指示を必要とする（電話でのやり取り）
・実際に現場で役立つように、定期的に訓練を人形などで行っています。
ビデオ喉頭鏡を使って、カメラを見ながら息の通り道を作るための管を入れる
訓練、また、一般の人に救急車が来るまでの間心肺蘇生などしてもらうための
口頭指導訓練等です。
　救急活動の原則
　傷病者の救命を一番の目的として活動しています
・傷病者の観察、応急処置を済ませ、速やかにその症状に適応する医療機関へ
運ぶことを原則としています。
　救急活動の流れ
お年寄りが倒れたと119番通報を受けます⇒救急車出動と同時に、通報者に
対して応急手当をしてくださいと指導することがあります（通信指令室による口
頭指導：心臓マッサージ・人工呼吸・止血・口内等の異物を取る等）⇒現場に着
いた時、①患者さんの観察（状態の把握）②必要な処置を行う③搬送する病院
を決める（現場で処置の時も、救急車内で処置することもあります。現場ではご
家族やご本人に対して、かかっている病気、飲んでいる薬等の情報を伺うなど
してから病院に連絡し、搬送していいですよの許可をもらって初めて搬送しま
す。（現場を出発する前に病院を決めるのが原則））⇒現場から受け入れ先の病
院に搬送の間も、心肺蘇生を続けます。⇒病院に患者さんを託します。
　私の入隊した頃の病院は、近くの病院でしたが、最近はかかりつけの病院へ
運ぶことが多いです。その他に、専門病院へ運ぶことも多いです。脳卒中等、心
筋梗塞・狭心症等、専門の病院でないと手遅れになります。その他に、何をする
にも同意が必要なので、家族の方1人は同乗いただいています。
　しかしながら、現場では「遅い！」「早く行け！」と言い寄られることも少なくは
ありません。　時には暴力を受けることも・・・
　　状態の悪化を防ぎ、命を救うためには
　　救急隊が観察・処置を行う事が必要なのです
　最近新聞などでも取り上げられています、蘇生拒否・延命拒否についてです
が、現場に到着すると家族の方から、「蘇生はしなくていいです、何もしないで
病院に搬送してください。」と言われることが多いです。その理由としましては、
どうしたらよいかわからないとか、取りあえず病院へ連れて行ってと言われます
が、救急隊員は呼ばれた以上、救命の可能性がある場合何もせず搬送したり引
き上げるなどはできません。必ず心肺蘇生をしながら病院へ搬送します。この蘇
生拒否・延命拒否については、厚生労働省の方で法的に整備を進めています。

4月7日8日の地区大会お待ちしております

みんなで地区大会に行きましょう　木水様の卓話に期待して

　〃

小野様ようこそいらっしゃいました。卓話に期待して

　〃

　〃

　〃

　〃

カレー弁当楽しみです

誕生祝を頂いて　卓話を楽しみに　

京都東RC　小野　恭平　様

大島　恒彦　会員
川手　博明　会員
窪田 　健一   会員
齋藤 多久馬   会員
深見　泰和　会員
牧野　友美　会員
大橋　良史　会員
清水　康弘　会員
野中　敏昭　会員

「救命救急の最近の動向について」
鯖江丹生消防組合　指導救命士

木  水　誠  二   様

委　員　会　報　告
瀧ヶ花  秀晃
         会員増強委員長
　すでに新入会員予定者
「森屋 亮 氏」の情報をメ
ールで配信しております
が、あれから7日が過ぎた

為、承認いただいたという事となりました。早速新
入会員手続きに入らせていただきます。来年1月8
日新年最初の例会で入会式を行いたいと思いま
すので、是非とも皆さん温かく迎えてくださいます
よう、よろしくお願いします。

します。当日はお酒も入りますので、ご家族等に送
迎をお願いしていただけますようお願いします。
　再来週12月22日の例会後に、臨時理事会を開
催します。主要な議題は、アジア太平洋メガネプ
ロジェクトについて、役員の皆様に諮りたいと思
いますのでよろしくお願いします。
　最近スマホ等の電子音が例会中に鳴る例が多
いと思いますので、どうかマナーをお守りください。

カレー弁当の日

小学校時代の給食を
思い出します。
合掌！いただきます！


