
 

 

第６８１回例会 
通巻６４８号

平成２３年９月２２日 ２０１１～２０１２年度Ｎｏ．１１ 

本日の例会 プログラム（第 68１回例会） 

2011201120112011 年年年年９９９９月月月月２２２２２２２２日日日日((((木木木木))))        第第第第１１１１１１１１回回回回例会例会例会例会        場所    ホテル第一堺 ３階     

本年度本年度本年度本年度 RIRIRIRI テーマテーマテーマテーマ    唱和唱和唱和唱和    

開会点鐘開会点鐘開会点鐘開会点鐘            吉川美幸会長 

ロータリソングロータリソングロータリソングロータリソング斉唱斉唱斉唱斉唱    「「「「手手手手にににに手手手手つないでつないでつないでつないで」」」」    

    おおおお客様客様客様客様のごのごのごのご紹介紹介紹介紹介  

会長会長会長会長のののの時間時間時間時間            吉川美幸        

出席報告出席報告出席報告出席報告             （担当 河野 強副 SAA）    

委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告        タイ・ルンピニＲＣ姉妹クラブ再締結・交際奉仕活動について 中野 一郎委員長 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告                田辺弘樹 

会会会会            食食食食(和弁当)    

クラブフォーラムクラブフォーラムクラブフォーラムクラブフォーラム    国際奉仕活動    （担当 中野 一郎 委員長）    

SAASAASAASAA 報告報告報告報告                        （担当 中井崇嗣副 SAA） 

閉会点鐘閉会点鐘閉会点鐘閉会点鐘                    吉川美幸会長 

 

 

 

ペットボトルキャップ・ベルマーク収集活動にご協力お願いします(新世代奉仕委員会) 

募集日：９月２２日・２９日・１０月６日  ～事務局又は例会場にお持ちください～ 

    

次回の例会予告（第 682 回例会） 

２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年 9999 月月月月 29292929 日日日日((((木木木木))))    

 

例会変更 

「会員感謝の集い」 

場所：ライフガーデンさかいホール 

時間：午後６時３０分～    

次々回の例会予告（第 683 回例会） 

２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年 10101010 月月月月 6666 日日日日((((木木木木))))    

 

卓話 

「私とロータリークラブ」 

熊取 敬子会員 

・第４回定例理事役員会 午後５時より 



 

 

例会例会例会例会のののの記録記録記録記録    ((((第第第第６８０６８０６８０６８０回例会回例会回例会回例会))))                                                                ････････････････････････    ９９９９月月月月    １５１５１５１５日日日日････････････････････････ 

 

 [ [ [ [唱和唱和唱和唱和]]]]    

「Ｒｅａｃｈ「Ｒｅａｃｈ「Ｒｅａｃｈ「Ｒｅａｃｈ        ＷｉｔｈｉｎＷｉｔｈｉｎＷｉｔｈｉｎＷｉｔｈｉｎ    ｔｏｔｏｔｏｔｏ    ＥｍｂｒａｃｅＥｍｂｒａｃｅＥｍｂｒａｃｅＥｍｂｒａｃｅ        Ｈｎｍａｎｉｔｙ」Ｈｎｍａｎｉｔｙ」Ｈｎｍａｎｉｔｙ」Ｈｎｍａｎｉｔｙ」    

「「「「こころのこころのこころのこころの中中中中をををを見見見見つめようつめようつめようつめよう    博愛博愛博愛博愛をををを広広広広げるためにげるためにげるためにげるために」」」」            

            ロータリーロータリーロータリーロータリーソングソングソングソング斉唱斉唱斉唱斉唱    「「「「四四四四つのつのつのつのテストテストテストテスト」」」」        

                     

    

本日本日本日本日のおのおのおのお客様客様客様客様    (担当：向井 利之親睦委員長) 

 

 

 

ALSOK綜合警備保障株式会社大阪南支社 

堺支店支店長   山下 拓也 様 

 堺支店営業   有岡 康樹 様 

 堺支店営業  海老原 真二 様 

 

  

 

 

 

 

    

堺フラワーＲＣ    林 博明  様    

    

    

    

    

出席報告出席報告出席報告出席報告                （担当  河野 強 副 SAA） 

    

会長会長会長会長のののの時間時間時間時間     

代読 田中 眞琴 副会長 

皆さん、こんにちは。 

今日は、私にとって、皆さんのお役

に立てそうな、ぴったりのテーマの

例会なのですが、予定がつかず、お

休みさせて頂きます。残念です。 

先日、サッカーの 松田直樹選手が、

心筋梗塞でなくなりましたね。 

その現場には、AEDの装置はなかったと聞きました。 

AED 装置は、皆さんも、あちこちで目にされるとおもい

ますが、現在かなりのペースで設置されています。 

でも、使い方がわからなければ、無用の長物です。一度

でも、使った事があるのと、無いのとでは全くちがいま

す。 

皆さんも、いつ何時、思いがけない場に遭遇するかもし

れません。 

今日は、そんな時に、勇気をもって行動できるように、

頑張って講習を受けて下さいね。 

    

    

幹事幹事幹事幹事報告報告報告報告                        田辺 弘樹 幹事 

本日の配布物 

1.親睦旅行に伴う例会変更のお知ら

せ 

回覧 

1 ロータリー囲碁同好会から第10

回全国囲碁大会のご案内 

2 初芝立命館ＩＡＣより、提案型

インターンシップ報告会への出

席依頼 

3 地区より１０月２日ＩＡ国際交流親睦会への案内 

4 仁徳天皇陵案内板クラブ名パネル改修終了報告、ク

ラブ負担の修復費用２４００円は支払済み。 

在籍者     ２９名 出席者   １５名 

出席計算会員  ２４名 欠席者    ９名 

出席免除者    ５名 免除出席者   １名 

先々週修正出席率７９．０％ 出席率  ６１．５％ 



 

 

5 各テーブルに１冊 ガバナー月信９月号を配置。 

近隣クラブ例会変更 

堺泉が丘ロータリークラブ 

平成２３年10月23日（日）の例会は 

同日 第２２回ニューミックステニス大会 

場所 「泉が丘テニスクラブ」 

 

例会出席率が低下しております。 

欠席された方は、近隣クラブへメイキャップに行き、出

席１００パーセントを目指しましょう。 

近隣クラブの例会変更は週報に掲載しています。 

 

 

委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告    

台風１２号災害義援金箱について 

       三村 文男 社会奉仕委員会長 

 

和歌山県の台風被害はかなり大きく、

当クラブで何かできることがあれば

できる限りのお手伝いをしたいと思

っています。その１つとして義援金

箱を例会時に回しますのでご協力お

願いします。 

 

「高齢者交通安全旬間 AED 講習会」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １、自己紹介 

 ２、支店長挨拶 

３、ＡＥＤ講習（実技含む） 

AED は、体表（皮膚）の上に直接貼られた電極パッドか

ら、自動的に心臓の状態を把握し、状態に適した対処を

行います。心室細動という不整脈（心臓が細かくふるえ

てしまい、正常に血液を全身に送ることができない状態）

を起こしていれば、使用者がボタンを押すことによって、

強い電流を一瞬流して心臓に電気ショックを与え、心臓

の状態を正常に戻すための手助けをする機能を持ってい

ます。 

本体の電源を入れれば音声が使い方を順を追って指示し

てくれるので、一般の人でもこの器械を使って救命処置

をすることができます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４、質疑応答 

・ 体毛の多い方にも使えますか？→ＯＫです 

・ 家庭にも設置できますか？→登録すればＯＫです。 

・ 寿命は？→２４Ｈ/１回セルフチェックします。バ

ッテリーを４０ヶ月に１度交換して下さい。また

は、３回に１回は必ず交換して下さい。医療器具

である為、修理に関しては製造メーカーにて行い

ます。 

・ いたずらや誤操作で正常な人に使用してしまった

場合は？→正常者には作動しない 

・ 体重制限は？→10㌔から使用できます。適切に使

用すれば大丈夫です。 

但し、1歳未満の乳児には使用してはいけません。

1歳以上8歳未満、または体重25kg未満の小児に

AEDを使用する際、小児用パッド（または、小児用

キー）がある場合はそちらを使用してください。 

小児用パッドが無い、すぐに年齢や体重が判断で

きない等、やむを得ない場合は、成人用のパッド

を使用してください。 

 



 

 

 

にこにこにこにこにこにこにこにこ報告報告報告報告   （担当  河野 強 副 SAA）        

 

 

本日は例会に出席させていただき誠に有り難う

ございます。楽しいひと時を過ごさせていただきました。

今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。 

堺フラワーロータリークラブ 林 博明様 

ALSOK 堺支店山下支店長、有岡様、海老原様、本

日はＡＥＤ講習会有り難うございます。大変勉強になり

ました。会社に設置したいと思います。堺フラワーロー

タリークラブ林様、是非貴クラブでも講習を受けて下さ

い。会員の皆様は、ＡＥＤのお世話に成らない様自分の

健康管理に気をつけましょう！ 

田中 眞琴副会長 

ALSOK の皆様、本日はようこそお越しくださいま

した。きちんと勉強したいと思います。よろしくお願い

致します。             田辺 弘樹 幹事 

アッセンブリー欠席のお詫び。ＡＥＤの講習有り

難うございました。         上田 俊夫会員 

本日は綜合警備保障株式会社大阪南支社の山下

支店長様、有岡様、海老原様、素晴らしい講習を有り難

うございました。           京谷 知明会員 

本日は弊社ライフガーデンさかいホールで例会

をして頂き有り難うございます。ALSOK の皆様、本日は

ＡＥＤ講習会よろしくお願いします。 

河野 強会員 

本日はＡＥＤ講習会有り難うございます。 

酒井 誠会員 

例会欠席しまして、すみません。本日のＡＥＤ講

習会、自分で触って使えるように頑張りましょう。 

中井 昭宏会員 

ALSOK の皆様、本日はありがとうございます。よ

ろしくお願いします。         三村文男会員 

 

 

 

 

        

Ｒ財団奨学生 本間 裕子様より 

こんばんは、すっかりご無沙汰しております。 

２０１０－２０１１年奨学生の本間です。 

 

修士論文の作成と帰国の準備で忙しくしており、

連絡が出来ず申し訳ありません。 

大学院では無事すべての授業の単位を取得し、今

月修士論文を提出しました。 

本当に連絡が遅くなって申し訳ありません。 

連絡を前もってできず申し訳なかったのですが、 

昨日１９日、帰国しました。先日の報告会へも参

加できず、申し訳ありませんでした。 

大学院での勉強が思ったよりも大変で、毎日のほ

とんどを図書館か自室でＰＣ・本と向き合う日々

でしたが、ロータリーのつながりのおかげで、本

当に充実した留学生活を送ることができたと思っ

ています。イギリスではカウンセラーのトニーさ

ん一家に大変お世話になりました。本当に、ロー

タリーの奨学生として留学させていただいて、あ

りがとうございます。感謝しています。 

スピーチをした際にいただいたバナーを持ち帰っ

てきておりますので（イベントでのスピーチが主

だったのでたくさんではないですが・・）、また、

会員の皆様とお会いさせていただく際にお渡しさ

せていただきたいと思います。 

まだ、携帯電話を持っておりませんので、連絡の

際はこちらのメールアドレスに一報いただけます

でしょうか。よろしくお願いいたします。 

本当に、筆まめな奨学生でなく、連絡が毎回遅く

なってしまい、ご心配をおかけして申し訳ありま

せんでした。 

また、近いうちに堺フェニックスロータリークラ

ブの皆さま、2640 地区の皆さまにお会い出来るこ

とを楽しみにしております。 

 

本間 祐子    


