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〔会長挨拶〕倉持政宏会長

ムラサキツユクサ

皆さんこんにちは。関島先生には、ご多忙中にもかかわらず、お越しいただき
心よりお礼申し上げます。
まずもって、新年度になって皆さんもおちつかれたと思います。もう、家庭集
会を開催しましたか。さて、８月１６日に久喜市に児童用トレーニングキット「あ
っぱくんライト」と生徒・教員用トレーニングキット「レールダル・リトルアン」
という心肺蘇生練習機を贈呈させていただきました。しかし、私は恥ずかしながら今まで心肺蘇生の講
習を受けたことがございません。本日は、関島先生に小中学生の心肺蘇生の研修についてお話をいただ
けるとのことで、心肺蘇生の勉強をさせていただければ幸でございます。私たちメンバーも本日の先生
のお話を今後の心肺蘇生トレーニングの一歩とさせていただきたいと思います。本日はよろしくお願い
いたします。
〔お客様紹介〕 中山登司男副会長
羽生総合病院小児科部長 関島俊雄様

米山奨学生 代 莉（ダイ リ）様 中国 山西省 埼玉大学社会科学修士課程 専攻 国際日本アジア
ご挨拶： 皆様、こんにちは。いよいよ９月になり、天気が涼しくなるでしょう。皆
さんどうぞ体調を良く管理してください。今こちらの人形を見て、私もそれやったこと
あります。一年前電車の中で、ある女性が目の前に急に倒れたのを経験しました。その
時、車内の人はみんな「どうしよう、どうしよう」と焦ったりしましたが、結局誰も、
何かをすることができませんでした。その時自分も何かをしたかったが、どうすればい
いのかわからなくて、何も役に立たず、すごく残念だと思いました。自分が倒れた時に周りの誰かに助
けてもらいたいし、誰かが倒れた時に自分も何かできればいいなと思い、消防署で救命コースを受けて、
胸骨呼吸、AED の使い方などを学びました。いざという時に、私も人のためになれば嬉しいです。今日
関島先生から大切な話が聞ければ嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。
〔表彰伝達〕
財団寄付マルチプル 伴
〔講師紹介〕高木 学会員

光治会員

米山功労者 夢川善裕会員

関島先生のご紹介と財団補助金事業の概略

当クラブの本年度の財団補助金事業として久喜市教育委員会に「救急蘇生トレーニン
グ用キットを」贈呈致しましたが、このキットがどのように利用され、どの様な効果が
期待されるかを、今日のお客様の関島俊雄先生にお話し頂きます。
関島先生は、前埼玉県立小児医療センター総合診療科医長として、埼玉県内の超重症

児の救急治療の中心となってご活躍されておりました。現在は羽生総合病院の小児科部長として診療さ
れておりますが、引き続き小児救急医療に力を入れられ、若い小児科医の救急蘇生教育の指導もされて
おります。近年は学校における死亡事故を減らすために、児童生徒への救急蘇生のトレーニング事業に
取り組まれております。久喜市においても昨年に太田小学校の児童に救急蘇生の講習をして下さいまし
たが、講習に使うトレーニング用の人形キットの確保にご苦労されました。そのお話を伺い、この度ト
レーニングキットの贈呈を提案致しました。クラブおよび地区よりご承認が戴けて、８月１７日に市長
室にて贈呈式が執り行われました。
この事業が久喜市の全小中学校に広がり、長年続けられることにより、久喜市のなかに救急蘇生の出
来る人々が年々増えていくことになります。また命を助ける大変さを体験することにより、命の大切さ
への教育効果もあり大変重要な事業です。今後この事業が活発に行われるように、引き続きクラブから
の支援をお願い致します。
〔卓話〕関島俊雄様 「小・中学生の緊急蘇生研修について」
本日は例会の貴重な時間を頂き、学校における心肺蘇
生授業について説明させていただきまして有難うござい
ました。
心肺蘇生法は、すべての人が学んでおいてよいと思う技
能ですが、なかなか学ぶ機会もありません。消防や日赤
での講習や運転免許教習時に心肺蘇生法を学んでいる方が多いようです。平成
16 年からは一般の方も AED が使用できるようになりました。年間約 7 万人の
病院外で心肺蘇生が必要とされる方がいますが、実際に救急隊がくるまでに蘇
生処置を受けている方はこのうち半分にもなりません。心肺蘇生処置を多くの方
が出来るようになることで、蘇生処置が実施される方が増え、生存退院できる方
が増えることが予想されます。実際に東京マラソンでは、マラソン中に心肺停止
に至った方が 7 名いますが、いずれも AED を含めた心肺蘇生を受けて１００％
生存しています。埼玉県では平成 23 年 9 月にさいたま市内の小学校で、元気に
通学していた女の子がマラソンの授業後倒れて、AED の使用や救急隊が到着し
て初めて心肺蘇生術を受け死亡するという、大変不幸な事案がありました。これ
を受けてさいたま市では、ASUKA モデルを作成し、学校における危機
管理体制の強化と、子ども達への心肺蘇生授業を開始しました。現在で
はすべての小学校中学校で実技を伴った心肺蘇生授業が実施されてい
ます。全国的にも心肺蘇生授業の実施を推進するような依頼が各学術団
体などから文部科学省に出され、平成 26 年には文部科学省から全国の
教育委員会等へ、実技を伴った心肺蘇生授業を実施するように依頼文が
出ています。しかしながら、指導員の問題、実習の資器材の問題、指導
要綱の問題などもあり、現実的には
実習を行っている学校はまだまだ
少数に留まっています。
（平成 26 年
の埼玉県内調査で、小学校 12％、中
学校 45％、高等学校 52％の実施率。
）
平成 28 年 3 月に初めて久喜市内小
学校で、心肺蘇生授業の機会を頂き
ました。この時は群馬県内の NPO から十分数の人形をお借りして授業を行いました。実習用の人形が

ないと授業が出来ないことを、高木クリニック 高木先生にご相談したところ、ロータリークラブで検
討していただけることになり、有り難いことに、8 月 17 日に久喜市に心肺蘇生授業で使用する簡易人
形を寄付して頂きました。子どもたちが命の大切さを学び、心肺蘇生授業で学んだ技能が出来る社会人
になれば、世界が変わります。このような事業にご協力を頂きまして、本当に有難うございました。

〔委員会報告〕
＊雑誌委員会 高橋徳雄委員長

ロータリーの友 9 月号のご案内

横 P:P13-23 アトランタ国際大会 P24-29 ロータリー財団 100 周年を祝う
横 P:P38-39 ロータリー米山記念奨学事業の基礎知識：寄付金・財務編
縦 P:P4-8「社会になじむことが難しい若者支援」Ｐ17 友愛の広場「死にざま 生きざま」
縦 P:Ｐ26 ロータリーアットワーク「親睦を深めた RA 地区年次大会」
（第２７７０地区）
＊親睦活動委員会

飯島誉夫委員

ゴルフコンペのご案内

日時 9 月 29 日（木）皆川城カントリークラブ
当日は夜間例会になっております、支障のないように配慮させていただきます。
〔幹事報告〕天野正幸幹事
＊９月レート：１ドル １０２円
＊第４回全国インターアクト研究会のご案内 10 月 21 日・22 日
場所 名古屋市ミッドランドホール
＊職業奉仕部門セミナー開催のご案内：10 月 21 日（金）開会 17：00
場所 パレスホテル大宮 講師第 2570 地区 PG 加藤玄静氏「職業奉仕の真髄」
＊2016－17 年度米山奨学生奉仕活動のご案内：9 月 19 日（月）12：00
春日部市 特別養護老人ホームおおまし（ご参加いただけるロータリアン申し込み〆きり 12 日）
＊地区大会のご案内：第 1 日目 11 月 12 日（土） 浦和ロイヤルパインズホテル
対象＝地区役員・会長・幹事・次年度会長・幹事・5 大奉仕委員長・希望者
第 2 日目 13 日（日）越ケ谷コミュニティセンター 全会員・ご夫人・ご家族
詳細は月信 10 月号でもご紹介します。
＊次回例会のご案内
9 月 8 日（木）→通常例会
三高サロン
卓話「認知症は予防できるか」金澤ひづる先生 心療内科医
〔スマイル報告〕新井 博 SAA
☆関島先生卓話ありがとうございます：倉持政宏・尾崎敏彦・髙木 学
☆本日もよろしくお願いします：鈴木つね子・天野正幸 ☆欠席のお詫び：加藤久雄
（敬称略・順不同）
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｛進藤和夫会員より｝
2012.2013 学年米山奨学生 兪 洪欽さんからメールが来ました。
お父さんは元気ですか？会いたいですね〜
今就職活動をやっているところです。明日面接の日です。今年の目
標は就職することと結婚の相手を見つける
ことです。頑張ります。できましたら、報告を申し上げま
す。いつも私のことを心配していただきまして、心より感謝を申し上げます。
いつか皆様に会いに行きます。彼氏はできましたけど、まだ結婚のことは決
まっていません。仕事安定してから、結婚のことを着手する予定です。
ご家族の皆様とクラブの皆様のご健勝をお祈りしております。I love all of you💗💗💗💗

倉持年度第 3 回理事役員会議事録
9 月 1 日（木） 三高サロン
＊クラブ管理運営部門
中山委員長： 「リーダーシップ研究会パート 1.」参加報告
＊プログラム委員会 金沢委員長
10 月 6 日 桧家住宅会社訪問
10 月 13 日 久喜警察署（防災課）による卓話、テーマ「 自分の身を守る、安心安全について」
10 月 15 日（土）野辺地ロータリークラブ歓迎例会 16 日（日）久喜市民まつり
10 月 20 日：振替 15 日（土） 野辺地ロータリークラブ歓迎例会
10 月 27 日：振替 26 日（水）幸手ロータリークラブ合同夜間例会、幸手グリーンコア 18:00～
11 月 3 日：菖蒲町産業祭
11 月 10 日：久喜消防署（防災課）による卓話、
11 月 17 日：振替 12 日（土）
・13 日（日）地区大会
11 月 24 日：未定
＊親睦活動委員会
福田委員長
今年度ゴルフ会について：9 月 29 日皆川城カントリークラブ於いて第一回親睦コンペを開催
夜間例会について ： 全体予算を考慮した場合一部会費制にしたらどうか
ディナーショーについて：家庭集会を開いて再検討
6 月最終例会のゴルフ、観光を別々に実施するか 家庭集会にて検討後理事会へ提出
＊ 友好クラブ
10 月 15 日野辺地ロータリー来訪時の二次会について
親睦委員会で例年通り「西口なみ」に予約執行、会費は野辺地ロータリークラブから 1 人@2000 頂き、
不足分は久喜ロータリークラブ負担とする。
＊SAA 荒井委員長：目配り気配りを
＊会員増強維持部門 進藤委員長：リストアップ中
＊クラブ広報部門 大塚委員長：広報会員増強部門合同セミナー参加報告
＊社会奉仕委員会 金田委員長
・心肺蘇生キット贈呈報告
・10 月 16 日市民祭りについて ：役割分担を決める。 テント準備係・パレード出席係
＊青少年奉仕委員会
夢川部門委員長
・インターアクトの北陽高校文化祭参加および募金のお願い。
・ 市民祭りに北陽高校インターアクトクラブ会員参加の依頼 募金活動
＊ ロータリー財団ポリオ委員会 伴委員長：ポリオ基金設置の件
＊ その他 天野幹事
野辺地 RC との青少年相互交流事業に参加して、馴れ合いになっていないか、現地受け入れ、行くメン
バー、お手伝いをして頂く青年会議所、参加して頂く児童の事前打ち合わせ事前指導、役割分担、参加
者の負担金等、ロータリーメンバーの誰が行っても同じように解りやすい方が有り難い。ねぶたの見学
場所、バスの待機場所等さすがに現地の方でないと確保することが難しいと思います。
野辺地に限らず今までの資料引き継ぎが少ないと言う意見あり。

