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前回の例会  

2018年 3月 23日(金)第 1790回 

卓 話 「救命救急処置について」 

卓話者 堺消防署副署長 松本 政明様 

紹介者 米澤 邦明 会員 

今週の歌「奉仕の理想」「どこかで春が」 

お客様の紹介・出席報告・会長の時間 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 

○皆出席表彰（３月度） 

  笹山悦夫会員（第５回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

     

 

 
 

 

2018年 3月 30日第 1790号 

 

2018年 3月 30日(金)第 1791回 

例会変更及び「拡大例会」 

於いて、南海グリル天兆閣別館ローズ 

 開会１８：００（受付１７：３０～）  

今週の歌「君が代」「奉仕の理想」 

お客様の紹介・出席報告・会長の時間 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 

 

 

 

 2017-18 年度 国際ロータリーのテーマ 

「ロータリー：変化をもたらす」 

国際ロータリー会長 イアン・ライズリー（オーストラリア・SandringhamRC） 

本日の例会 

 

時間 

 

四つのテスト 言行はこれに照らしてから 1.真実かどうか 2.みんなに公平か 3.好意と友情を深めるか 4.みんなのためになるかどうか 

事務所  〒590-0940堺市堺区車之町西 2丁 1番 30号 ポピア南海 3階 302号 

Tel（072)223-2300番  Fax(072)223-5005番 

URL     : http://www.sakai-kita.jp/ 

E-mail  ： snrc＠jasmine.ocn.ne.jp 

例会日 毎週金曜日 午後 0時 30分  

例会場 南海グリル 天兆閣別館 4階「ローズ」 Tel:(072)222-0131番（代表）  

ガバナー(第 2640地区)  ： 岡本 浩 

ガバナー事務所  URL   ： http://www.rid2640g.com/okamoto/  

        E-mail ： okamoto2640@athena.ocn.ne.jp 
会長：辰 正博  幹事：池永隆昭  広報委員長：中川 澄  編集者：中川 澄 

第 2640地区 堺北ロータリークラブ週報 

創立 1980年 10 月 8日 

次週の例会 

 

時間 

 

2018年 4月 6日(金)第 1792回 

「ロータリー雑誌フォーラム」 

卓話者 広報委員長 中川 澄  

  

  

 

＜3月 23 日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            28名 
出席会員            17名 
欠席会員              11名 

 ゲスト            1 名 
 ビジター           0 名 
1 月 19日(金)の出席率    92.85％ 

 

「例会で待っています‼ 

    あなたの笑顔と皆勤を‼」 

出席委員会委員長 那須宗弘 
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「救命救急処置について」 

堺消防署副署長 松本 政明様 

 

本日は堺北ロータリーク

ラブ会員の皆様の前で、卓話

ということで救急救命処置

の一番大切な「胸骨圧迫」に

ついてお話させて頂きまし

た。 

終始熱心に聞いて頂きあ

りがとうございました。 

心臓が何らかの原因で止まってしまうと頭に血

液がいかなくなり、数十秒で人は卒倒してしまいま

す。４分間頭に血液がいかないと脳細胞が周りから

だんだんと死んでいってしまいます。そして救急車

が到着するのが全国平均で約８分間、これでは救急

車が到着するころには脳細胞はほとんど死んでし

まっています。 

この時に是非皆さんにやってほしいのが胸骨圧

迫です。しっかりと胸の真ん中を押して血液を強制

的に頭に送り、脳細胞を守ってほしいのです。 

こうすることで、何も処置されていない場合に比

べて助かる可能性が２倍、そしてＡＥＤで電気ショ

ックの処置をおこなうと更に２倍、計４倍も助かる

可能性が増えます。 

皆さんもぜひこの胸骨圧迫をマスターするため

に、心肺蘇生法の講習会を受講してみて下さい。堺

北ロータリークラブの活動はホームページでも見

させて頂きすばらしい活動だと感心しております、

その一部に救命処置というものも取り入れて頂け

れば本当にありがたいと思います。 

最後になりますが、貴会の益々の発展を願い、こ

れからも防火・防災にご協力のほど宜しくお願い致

します。 

 

 

 

 

 

会長 辰 正博 

 

今週は春分の日も終わり、いよ

いよお花見のシーズンが来まし

た。 

大阪の桜の開花予報は３月２３

日で満開予報は３月３０日と発

表されています。 

 ところで現在の桜の下で、花

を楽しみつつ、酒を飲んだりして騒いだりする花見

のスタイルは戦国時代の武将、豊臣秀吉が晩年、戦

乱で荒れ果てた京都の醍醐寺に近隣諸国から桜の

木を７００本移植して、開催した壮大な花見が後の

世の庶民に広がったのが始まりと言われています。 

それまでの花見は貴族が花を楽しみつつ、和歌等を

詠んだりする伝統行事的なものだったのです。 

 秀吉といえば大阪城ですが、直接の関係は無いと

は言え大阪城は大阪でも有数な桜の名所です。 

大阪の気象庁の桜の標準木が西の丸庭園にあるこ

とでも知られています。 

 大阪城には全体で約３０００本の桜の木が植え

られており、ソメイヨシノや八重桜などが楽しめま

す。また３月２４日から４月１５日までは夜間に桜

と大阪城のライトアップイベントを楽しめる予定

になっています。それ以外にも公園内での無許可で

のＢＢＱや場所取りが問題になっていたので今年

から整備した場所で予約制の有料サービスとなり

ました（BBQ用の各種道具貸し出し、ゴミ回収サー

ビスがついているようです） 

 堺では大仙公園が有名でソメイヨシノやオオシ

マサクラなどを中心に池の周りに４００本ほど植

樹されており、桜を楽しむことができます。 

その優れた景観は高く評価され国土交通省の関連

団体である日本公園緑地協会の選ぶ日本歴史公園

の最初の１００選に選ばれるほどです。 

 皆様も来週末のお休み時、目の保養の為に花見に

出かけられたらどうでしょうか。 

 

 

会長の時間 卓   話 
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社会奉仕委員会 

「清心寮子ども達朝稽古見学・ちゃんこ会」 

社会奉仕委員長 塩見 守  

 

 

平成３０年３月１７日（土） 

８：００～祥雲寺にて、清心寮

の子ども達８名、引率の先生１

名、当クラブから中田会員・ 

綿谷会員・笹山会員・藤永会員・

塩見の５名で、出羽の海部屋朝

稽古の見学とちゃんこ鍋をいただきました。 

那須会員にお世話をしていただき、楽しいひと時を

過ごせました。又、出羽の海親方にも歓迎していた

だき、子ども達は喜んでいました。塩味のちゃんこ

鍋でとても美味しかったです。ご飯も出して下さい

まして、何人かの子どもはおかわりを競い合ってい

ました。いっぱい食べる子ども達を見ていますと、

心が和みました。那須会員、参加下さいました会員

様、有り難うございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「春の交通安全運動のお知らせ」 

 社会奉仕委員長 塩見 守  

 

会員の皆様には日頃より社会奉仕委員会の活動に

ご協力頂き、有難うございます。 

さて、下記の通り、恒例の春の交通安全運動が行わ

れます。会員の皆様は万障繰り合わせの上、ご参加

頂きます様お願いします。 

記 

日時：４月６日（金）１５：００～１６：００ 

場所：堺地方合同庁舎前（堺市役所 隣） 

※ジャンパー・帽子 着用お願い致します。 

(メイクアップになります！) 

 

広報委員会 

「ロータリーの友 ３月号ご紹介」 

 広報委員長 中川 澄  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横組み  

・特集 水と衛生月間 

 各ロータリークラブの活動 

がご紹介されております。 

・心は共に 東日本大震災が 

起こってから今月で７年、

熊本地震から４月で２年がたちます。 

これまでの支援を通じて、新たな関係が生まれ

ている活動があります。被災した地域社会のニ

ーズの変化に応じて、さまざまな方法で支援を

続けているクラブがあります。「友」では東日本

大震災のあった３月、熊本地震のあった４月の

委員会報告 

1952年（昭和27年）4月、第60区の大

会が開催され、新年度から日本の地区は東日本

と西日本の二つに分割が決定。この地区大会で

は、日本の２地区の雑誌を発行することが決定

した。 

「ロータリーの友」は、これまで共に活動をし

てきた日本のロータリアンが、分割されてから

も緊密に連絡を取り合い、情報を共有するため

の機関誌として企画されたものである。 

現在ＲＩよりロータリー地域雑誌に指定され、

ＲＣ会員は購読義務がある。国内の活動、ＲＩ

の活動や方針の紹介を中心に、会員同士の意見

交換、地区大会の後援や卓話の要旨などを掲載

している。 

 

https://www.rotary-no-tomo.jp/digital/db/201803/index.html
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２ヶ月にわたってロータリークラブ・地区が行

っている支援活動を紹介します。 

・２０２５年大阪・関西万博の実現にご協力を 

 大阪ＲＣ 尾崎 裕様 25頁 

・２０１７年１２月末現在 

日本国内には、２，２７２ＲＣ ８９，３１１ 

名のロータリアンが在籍されています。 

ロータリークラブの会員は、各地域のロータリ 

ークラブの例会に参加することができます。 

メイクアップに行かれる場合は、事務局で例会 

日等お調べし致しますので、ご連絡下さい。 

 

国際奉仕委員会 

「第９回 国際奉仕タイ浄水器設置寄贈 報告」 

 国際奉仕委員長 平野祥之  

 

今年度で第９回目となりまし

た国際奉仕タイ浄水器設置寄贈

を、２０１８年３月９日(金)～ 

１５日(木)まで国際奉仕ＷＣＳ

活動といたしまして、タイ小学

校に下記の要領にて行いました。 

参加者：那須会員・宇瀬会員・ 

中田会員・綿谷会員・池永会員・平野、計６名。 

３月１０日はタイの地区大会へ池永幹事と平野で

出席して参りました。タイ国（ＲＩ３３５０地区）

の地区大会へ出席するのは初めてで、とても活気の

ある雰囲気の地区大会でした。色々な方との出会い

があり、楽しい時間でした。 

３月１３日（火）はバンコク市内ワット・ウドム・

ランシ小学校へ、浄水器の贈呈と本の寄贈を行いま

した。 

２校目はマタヨムワットノンケーム高等学校へ参

り、本の寄贈を行いました。 

その後、ノンケームにある、ウエストゲートホテル

にて、ノンケームロータリークラブと、ロイエッツ

ロータリークラブとの友好クラブ協定の調印式が

行われました。 

また、来年も、タイへ国際奉仕に、今から行きたく

なっています。 

ご同行いただいた宇瀬会員・中田会員・那須会員・

綿谷会員・池永会員、どうも有難うございました。 

 

その他 

「事務局 本村さん送別会」 

       堺北ロータリークラブ 

        有志を代表して文書 坂田兼則 

 

 ３月２６日１８：３０より、本

年３月末に当クラブを退職する

事務局の本村さんの送別会をす

し亭 幹にて開催いたしました。 

 当クラブ会員への開催連絡が

急にもかかわらず、１７名もの

有志がお集まりいただき、盛大

に送別会を行うことができました。 

最初に池田会員の提案で記念写真を撮ることにな

り、準備をしているところに参加者予定になかった

黄金マスクが参加、藤永会員のサプライズというこ

とでした。無事記念撮影が終わり、城岡会員の挨拶

と乾杯の音頭で送別会を開催。 

本村さんが当クラブ事務局にきて、早いもので１０

年が過ぎました。その間には、当クラブの例会場の

変更が２回もあり、事務局としては移動の都度大変

な思いをしたこととおもいますが、頑張ってくれま

した。当クラブで色々な個性のある会員と接して大

変な思いもしたことでしょうが、それらを糧にして

新しい勤め先でOLとして頑張ってほしいとの願い

で、参加の 有志からそれぞれ一言ずつ挨拶をして

いただきました。 

 又、あとの事務局を引き継いでもらう坂上さんも

一緒に参加してくれました。あと数日しかありませ

んが、よろしくお願いします。 

 本村さんには有志一同から記念品をお渡し、坂上

さんが準備してくれました花束と寄せ書きを贈呈

し、送別会を盛り上げていただきました。坂上さん

ありがとう。 

 本村さんには、今後も当クラブ行事等があったと

きにはお声かけしますので、新しい職場に迷惑がか

からない程度でクラブとの繋がりを持っていけた

ら幸いと思っております。本村さん、１０年間有り

難うございました。 

 今後の活躍を願っております。 

                  有志一同 
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辰 正博会員 松本副署長本日卓話宜しくお願い 

致します。 

池田茂雄会員 囲碁同好会、お気遣いを頂き有難う 

御座います。 

中田 学会員 松本政明様本日の卓話楽しみにし

ています。 

米澤邦明会員 松本様本日は宜しくお願いします。 

嶽盛和三会員 松本様卓話有難うございます。 

来る３０日の拡大例会にご協力頂

き有難うございます。会員出席予定

２４名、お客様１２名、米山奨学生

１名、事務局２名 合計４０名。 

面目wo 

保つことが出来ます。 

中川 澄会員 松本様、卓話よろしくお願い致しま

す。勉強させて頂きます。 

藤永 誉会員 本村様、長い間御苦労様でした。 

新天地でのご活躍をお祈りしてい

ます。 

平野祥之会員 皆様、先日はタイへの国際奉仕活動、

どうもありがとうございました。 

お蔭様で楽しい友好となりました。

有難うございます。 

            合計  ２６，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Ｓ Ａ Ａ 

Gatu 
『 ニコニコ箱 』 

例会場で会員が自由意志で善意の寄付金を入れ

る箱。1936年大阪ＲＣで初めて実施された 

ロータリー特有のもので、会員・家族、事業場等

の慶び事、御祝い事をニコニコしながら披露し、 

喜びを分かち合い、又失敗したり、迷惑をかけた

ときもユーモアたっぷりに苦笑し、例会を賑わせ

て親睦を増進し、集まったお金は主として奉仕活

動資金に使われる。 

入社は２００８年３月２８日、１０年お世話

になりました堺北ＲＣを、３月末を持ちまし

て退社させて頂くこととなりました。 

堺北ロータリークラブで貴重な経験、学ばせ

て頂いた事すべてが、私の財産です！ 

この財産を私の強みにし、胸を張って次のス

テップへ進んで行きたいと思います。 

会員の皆様と出会え、共に過ごさせて頂いた

１０年間、私は本当に幸せでした！ 

本当に、本当に有難うございました。 

これからも変わりなく、末長くお付き合いく

ださいます様、どうぞ宜しくお願いいたしま

す。 

最後に「堺北ロータリークラブ最高です！」 

 

事務局 本村雅身 

ロータリーの会員について  

どんな人たち？   

ロータリーでは、地域社会のために何かをした

いと考える人が集まり、仲間との親睦を楽し 

みながら、奉仕活動を行っています。 

ロータリーの会員は「ロータリアン」と呼ば

れ、その職業は、医師や弁護 士、中小企業の

事業主など、実にさまざまです。それぞれの会

員が知識とスキルを生かし、多角的な視野で 

社会に貢献しています。  

クラブはどこに？   

ハイチ、グリーンライド、ナイジェリア、シン

ガポール、そして日本にいたる世界の隅々にク 

ラブがあり、真に国際的な多様性があります。

現在、最もクラブが多い国は、米国、インド、

日本、ブラジルで す。東南アジアとアフリカ

でも、ロータリーが急成長しています。  

何をしている？  

ロータリー会員は、世界中の地域社会で、持続

的な変化をもたらす長期的な活動に力を注 い

でいます。ロータリーが特に力を入れている分

野は、平和と紛争解決、疾病予防と治療、水と

衛生、母子 の健康、基本的教育と識字率向

上、経済と地域社会の発展です。  
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ノンケームロータリークラブと、ロイエッツロータリークラブとの友好クラブ協定の調印式の様子 

ワット・ウドム・ランシ小学校 マタヨムワットノンケーム高等学校 
浄水器の贈呈 本の寄贈 


