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＊ロータリーソング  『我等の生業』 

＊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 

＊お客様紹介 

 本日のｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰｶｰ／千葉市中央消防署 

               救急救命士  斉藤 正様 

 

≪会長挨拶及び報告≫       寺澤 一良会長 

今日は１３日の金曜日で、アメリカでは絞首刑台の段

数に因んで不吉の日とか、キリスト圏ではイエス・キリスト

が磔になった日が１３日の金曜日とか、俗説があるのだ

そうですが正しくないそうです。 

しかし、私はここまで来る間に、結婚式の受付の準備

をしているおめでたい事や、第２７９０地区の地区大会の

長寿ロータリアンの国友忠一さんのお祝いの表彰で良

い事ずくめです。 

この１３日の金曜日は、英語圏の多くとドイツ・フランス

などの迷信において不吉とされる日だそうです。 

尚、参考までに現在多くの国で用いられているグレゴリ

オ暦では、１年の間に必ず１日以上、１３日の金曜日が

現れる（第１日が日曜日である月に有る）。 

また、グレゴリオ暦では、４００年を周期として４００年の日

数は、１４万６０９７日は丁度２万８７１週なので、４００年で

同じ曜日のパターンが繰り返される。そのパターンでは、

１３日の曜日の中で最も多いのが金曜日なのだそうです。

興味の有る方はご自分で調べてみてください。 

さて、それでは１３日の金曜日が危険なのか・・・。 

欧米で交通事故と医療事故についての調査データーが

あるようですが、交通事故の観点ではフィンランドのデー

ターを元に危険だとか、オランダのデーターからむしろ

安全では、とか危険になるという事はない、と言うデータ 

 

ーが多いようです。 

このようなデーターは単に迷信を否定するだけではなく、

関係者を含む人々の精神状態による人災を避けるため

にも危険性がない事を説明する必要が有ったものと思わ

れます。 

今日は１３日の金曜日です。今日は会員の皆様にとって

は、危険な日でしょうか、それとも安全な日でしょうか。 

余談が長くなりましたが、１１月第１例会に時間がなか

ったため、次年度理事候補者の報告をしないままになっ

ておりましたが、本日榊原会長エレクトから報告して頂き

ます。 

尚、これによりまして１２月４日の第１例会の年次総会

で、次年度はＣＬＰ委員会の構成で千葉南ロータリークラ

ブの理事役員を決定して頂ける事になりました。 

 

≪次年度・理事、役員候補者発表≫  榊原 行夫会長エレクト 

 

理事・役員 会長 榊原 行夫 

理事・役員 会長エレクト 出井  清 

理事・役員 副会長・クラブ管理・運営委員会 鈴木美津江 

役員 幹事 小林  透 

役員 会計 丸島 新七 

役員 ＳＡＡ 鮫島 永一 

理事 クラブ広報委員会 高橋   朗 

理事 会員増強・拡大委員会 花澤  衛 

理事 職業奉仕委員会 塩谷 邦昭 

理事 奉仕プロジェクト委員会 斎藤 昌雄 

理事 社会奉仕委員会 金親 博榮 

理事 ロータリー財団委員会 竹尾  白 

理事 ＣＬＰ研修リーダー 野城 友三 

理事 2010-2011 年度ガバナー補佐 水野 謙一 

理事 直前会長 寺澤 一良 

理事 直前幹事 五十嵐博章 

 副幹事 伊藤 和夫 

 監査 大野 良亮 

※１２月４日(金) 例会時の年次総会にて決定となります。 
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  創 立 １９６４年３月２日  例会日 毎金曜日１２時３０分  例会場  オークラ千葉ホテル 

  会 長 寺澤 一良      幹 事 五十嵐 博章       雑誌会報委員長 佐久間 信一 

  事務局 〒260-0027千葉市中央区新田町１２-１トーシン千葉ビル７階   ＴＥＬ ０４３-２４５-３２０４ 



≪委員会報告≫ 

◇クラブ奉仕委員会より (出井 清委員長) 

先月、ご案内させて頂きましたが、１１月１８日(水)１８

時より、“ウェブ・トレイン”にて「炉辺会」を行います。現

在１２名の方が参加となっておりますが、ご都合の付く方

は、ご出席下さい。 

◇親睦委員会より (吉田裕成副委員長) 

＜２００９年忘年家族例会＞開催のご案内 

・日時  平成２１年１２月１１日(金) 点鐘：午後６時 

・場所  オークラ千葉ホテル 

・会費  会員 １０，０００円 (全員登録) 

       家族 大人８，０００円  

小人５，０００円(小学生)３，０００円(幼児) 

大勢の皆様のご参加をよろしくお願い致します。 

◇ＧＳＥについて (金親博榮会員) 

ＧＳＥチームとして、第６２５０地区より（ウィスコンシン州

の南西部）、５名の方が１０/１６～11/12 まで来訪されま

した。今回、地区内・７分区でお世話をしたことになりま

す。全体的には、とても良い交流が出来たということで、

大変感謝されました。 

私どもは来年４月から５月にかけて４週間、ウィスコン

シン州へ行ってまいります。こちらから訪問する際、言葉

の問題だけではなく、時期的に寒いということもあり、イン

フルエンザ等の問題があります。 

今回、中沢会員のお世話で東京電力さんの方で職業

研修をお引き受けいただきました。又、向後会員のお宅

では、３泊４日のホームスティをしていただきました。 

皆様のご協力、有難うございました。 

◇社会奉仕委員会より (小野成子委員長) 

本日例会終了後、ひかり学園の野菜をお配りしますの

で宜しくお願いします。自然薯を申し込まれた方は、雨

のため、掘ることが出来なかったそうです。次週の例会

時にお渡ししますので、宜しくお願い致します。バザー

の献品も次週お持ちいただければと思います。 

 

≪ニコニコボックス報告≫ 

☆寺澤 一良会員・五十嵐 博章会員 

斉藤 正様、ようこそいらっしゃいました。卓話を楽し

みにしております。どうぞごゆっくりお過ごし下さい。 

☆瀨谷 研一会員 

斉藤様、本日はお忙しい中、お越しいただき有難うご

ざいます。人命救助に関わる大事なお話しを実技ととも

にお伺いさせていただきます。宜しくお願い致します。 

☆金親 博榮会員 

ウィスコンシン州からのＧＳＥチームが昨日帰国しまし

た。１０月１６日に成田に着いて以来、第３分区Ｂでは、４

日間の担当でしたが、全員元気で最高の体験が出来た

との感想を頂いています。皆様、有難うございました。 

 

 

 

≪出席報告 (会員数４４名)≫ 

 

今関  川口  鮫島 欠 野本  

五十嵐  北原  塩谷  花澤  

伊藤 欠 国友  末吉 欠 橋口  

植松 欠 小塚 欠 鈴木・美 欠 畠山 欠 

太田  小林 欠 瀨谷  原田 欠 

大野 欠 向後 欠 竹尾  本田 欠 

小野  澤本  高橋  松尾  

川合  榊原  土屋  丸島  

金親  斎藤・昌 欠 寺澤  水野 欠 

金田  佐久間  出井  野城  

栢木  澤野 欠 中沢  吉田裕  

出席 29 名 欠席 15 名 ﾋﾞｼﾞﾀｰ  1 名 修正出席率   80.95% 

 

千葉市内例会変更のご案内 メーキャップにご利用下さい 

 

 

 

 

＊＊本日の卓話＊＊ 

 

演 題…『大切なのは、 

           救急隊が到着するまでの６分間』 

卓話者…千葉市中央消防署  

            救急救命士  斉藤 正様 

 

 

皆様こんにちは。 

最初に少し話しをさせて頂いて、

その後、本日持参した人形を使用し、

皆様へ実技を見て頂きます。 

お手元へ配布したテキストは、普段、

３時間の救命講習で使用するもので、

心配蘇生法、ＡＥＤを使用したもの、

大出血に対応する止血法、喉に異物が詰まったときの

除去の方法等の講習が終了したときに、終了証と一緒

にお渡しするテキストです。今回、特別に皆様へ配布し

ますので、持ち帰っていただき、何かに役だてて頂けれ

ばと思います。 

普段は３時間かけて行なうものですので、本日は冒頭

のところだけ、少しの話になりますが、テキストに沿って

話をしたいと思います。あとは、実技を実施いたします。 

 千葉市の救急体制についてお話しますと、千葉市消

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 5,000 円 累計 347,314 円 

金の箱   201 円 累計 10,868 円 

千葉ＲＣ 月 12/14・28 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 12/22・29 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 12/15・29 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ 

新千葉ＲＣ 水 12/2・16・30 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 11/25・12/16 ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 12/17・31 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 11/26・12/10 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



防局救急隊が２５隊、救急隊員３０３名、救急救命士１１０

名が２４時間体制で活動しております。特別救助隊４隊、

千葉市消防局のヘリコプターが２機あり、必要に応じて

患者を乗せて、救急を実施しています。 

昨年の救急出動件数は、４４，９４３件、１日平均１２２

件出ています。１隊平均１０５件、１１分に１回の救急出動

があります。私がここで３０分話をしている間に３件の救

急出動があるということです。 

私が受け持つ中央消防署は、特に通報が多く、１日１

０件～１５件くらいあります。特に繁華街が多いので、お

酒がらみの事故や事件が多く、危険なこともありますが、

やりがいのある業務です。 

今回、お話しするのは、「大切なのは救急隊が到着す

るまでの６分間」について話をしたいと思います。テキスト

の１ページ目を開いて頂くと、応急手当の基礎知識と黄

色い字で書いてがありますので、それに沿って話をして

いきたいと思います。 

応急手当と救命処置ということですが、応急手当という

のは、怪我をしたり、病気をした場合に家庭の中で簡単

にできる処置のことを応急手当といいます。怪我をした

場合に、ガーゼで怪我をした部分を覆う、または、熱が

でた場合に氷で冷やすという場合を応急手当といいま

す。 

救命処置は、心肺停止、呼吸や脈もない患者さんに

対して人口呼吸を行なう。また、心臓マッサージをする、

ＡＥＤを使用し電気ショックを与える、血が止まらない方

には止血を行う、窒息をしている方には、異物を取り除く

ことが、救命処置といいます。 

心臓や呼吸が止まってしまってからの６分間が、なぜ

救急隊が到着するまでが大切なのか、応急手当と救命

曲線という図に表示してありますが、実践で書かれたグ

ラフですが、居合わせた人が救命処置をした場合であり、

４分後に心肺蘇生を実施した場合でも約５０％の方が、

何もしなくて救急隊を待つ場合は約２０％となっています。

心肺蘇生率が大変減ってしまうと言われています。 

いかにして早く皆様が救急車を呼ぶと同時に心臓や

呼吸が止まっている人に対して、心肺蘇生法を実施して

いけるかということが、倒れた方に対する擁護、心肺再開

するかになります。そのために私達は応急手当を普及す

る活動を実施しています。 

全国平均で６分、千葉市はもう少し早くて５分３０秒で

す。５分３０秒といってもかなり皆様にとって長い時間に

思えると思います。救急隊が到着するまでに応急手当を

しっかりやっていただければ。 

 本当に短い時間でさわりしかできないですが、機会が

あれば、部下の方たちにも心肺蘇生法の講習を受けて

頂きたいと思います。短時間講習です。年々、受講者の

方が増えてきています。現場に居合わせた一般方が、

現場で処置をする回数も劇的に増えてきます。救急隊

がくる前に何ができるか、皆様方に何ができるか、どうす

ればよいか、救急車がくるまで見守っているだけ、近寄

るな、危ないから動かすなという時代では今はもうないで

す。 

ＡＥＤも今、公共機関にほとんど設置され、ＡＥＤを活

用して１１９番をして、皆様方が実際に蘇生の処置を施

すということが尊い命を救うという大事なことになります。 

帰って、詳しくテキストを読んで頂ければと思います。 

では、実際に人形を使用し、実施してみたいと思いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

≪救命処置の流れ(心肺蘇生法とＡＥＤの使用)≫ 

① 反応を確認する 

   ↓反応なし 

② 助けを呼ぶ(１１９番通報とＡＥＤの手配) 

③ 気道の確保と④呼吸の確認 

   正常な呼吸(普段通りの息)をしているか？ 

      ↓していない 

⑤ 人工呼吸２回(省略可能) 

⑥ ⑦胸骨圧迫３０回と人工呼吸２回の組み合わせを繰

り返す。圧迫は強く、速く(約１００回/分)、絶え間なく

圧迫解除は胸がしっかり戻るまで 

⑧ ＡＥＤ到着。電源を入れる。電極パットを装着する。 

⑨ 心電図の解析。電気ショックは必要か？ 

  ↓必要あり      ↓必要なし 

⑩ 電気ショック１回     ⑪ただちに胸骨圧迫と 

⑪ その後ただちに      人工呼吸を再開 

胸骨圧迫と人工      ５サイクル(２分間) 

呼吸を再開。 

５サイクル(２分間) 
 

国友 忠一会員 

長寿ロータリーアン(８８歳)として 

地区大会で表彰されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第２２４４回例会 

日時⇒   平成２１年１１月２０日(金)点鐘 12：30 

演題⇒   『低炭素社会実現に向けた取り組み』 

卓話者⇒ 中沢 治久会員 

第２２４５回例会 

日時⇒  平成２１年１１月２７日(金)点鐘 12：30 

演題⇒  『佐原の観光の現状ともう一つの佐原』 

卓話者⇒ 水郷佐原観光協会 

        事務局長 増子 洋一郎 様 
 



 

栢木伊久二会員（綜合警備保障㈱千葉支社長）より

資料を提供いただきました。  

 

 

 


