
２０１０年２月第２週号 

第２２５５回 
平成２２年２月１２日(金) 点鐘１２：３０〈曇り〉     

 

＊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 

 綜合警備保障㈱千葉支社 営業部 工藤 隆彦様 

 

≪会長挨拶及び報告≫       寺澤 一良会長 

２月３日のＩＭは、例会変更で全員登録でしたが、大

勢の会員の皆様にご出席頂き、盛大に開催されましたこ

とをご報告し、御礼申し上げます。 

本日の理事・役員会も議題が沢山あり、例会の始まる

時間が数分遅れました事をお詫び申し上げます。理事・

役員会報告は箇条書のままご報告申し上げることをお

許しください。今回から理事・役員会の報告は、週報とは

別刷りで報告する事になりましたので、詳細については

別刷りをご覧下さい。 

☆ 「ゆめ半島千葉国体」への協力については、当クラ

ブは平均年齢が高いので、ボンティアで人的支援を

するのは難しいと言う事で２０万円～３０万円の間で

公告の支援をすることで決定しました。 

☆ 米山奨学生の世話クラブ引き受け及びカウンセラー

については、奨学生を引き受けることに決定し、カウ

ンセラーについては、先日、斎藤国際奉仕委員長

に内諾を得ており、本日承認されました。 

☆ ロータリー財団国際親善奨学生募集については、

今年は、当クラブからお知り合いの方を独自推薦で

行いたいと思いますので宜しくお願い致します。 

☆ 地区ロータリー財団委員の委嘱については、２００９-

２０１０年度に引き続き２０１０-２０１１年度も吉田裕成

会員にお願いすることになり、承認されました。 

☆ ハイチ地震義捐金については、３０，０００円を予備

費から拠出することで承認されました。 

☆ ＲＩ会長賞については、今年も申請したいと思います

ので、各委員長の方はご提出下さいますようお願い

致します。 

現在予定しているのは、 

・会員純増はクリアーする予定です。 

・公共イメージの高揚は、ホームページの開設。 

・ポリオ撲滅に協力する。 

・国際奉仕委員会主催で親交クラブ（韓国）訪問を 

予定しております。 

又、ＧＳＥチーム（金親博榮団長）を４月に派遣す

ることになっており、これも対象になると思います。 

是非、会員の皆様にも創意のご提案を宜しくお

願い致します。 
☆ 新会員委員会所属については、杉本峰康会員を親

睦委員会に所属することに決定しました。 

☆ １/２９懇親夜例会会計報告については、親睦委員

会から、２２，２６７円の補助金を支出、承認されまし

た。 

その他としては、「モントリオール国際大会」への参加

依頼について、韓国の忠清北道・青洲（チョンジュ）市の

ラマダブル青洲ホテルで行なわれる「第１１回ロータリー

国際囲碁大会」への参加依頼について、詳細は事務局

までお問い合わせ下さい。 

 

≪入会式≫ 

杉本 峰康会員（プルデンシャル生命保険㈱千葉支社 部長） 

           紹介者：小塚 祐司会員、五十嵐 博章会員 

 皆様、はじめまして。 

生まれは神戸で、大学卒業まで住ん

でおりました。前職は、製薬会社の富

山化学工業でＭＲをやっており、そ

の配属で千葉に来ました。千葉には

２０年間住んでおりますが、千葉に来

て６年目の頃、現会社より誘いがあり、

理念と厚い思いに感銘を受け転職して１５年目になりま

す。 

たまたま教員のお客様が多く、先生方と一緒に中学

生のバスケットボールの大会を２年前に作りました。通常

はレギュラーしか出場出来ないところを強制的に生徒全
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員を大会に出場させるというもので、トーナメントではなく

練習マッチをするという大会なのですが、１回目は８４チ

ーム、昨年は１０４チーム集まりました。今まで出られなか

った子ども達が試合に出ることによって、部活動や普段

の生活も前向きになってきたと言われるようになり、良か

ったなと思っております。このような活動をしながら仕事

をしております。若輩者ではございますが、何卒宜しくお

願い申し上げます。 

 

≪委員会報告≫ 

会員増強委員会より （太田 和夫委員長） 

例会終了後、打合せをしますのでお残り下さるようお

願い致します。 

 

≪幹事報告≫          五十嵐 博章幹事 

２０１０-２０１１年度版ロータリー手帳（６３０円）を注文される

方は、事務局までお申し込み下さい。 

 

≪会員誕生日祝い・結婚記念日祝い≫ 

［誕生日］ 

３日 川口 哲也   ８日 竹尾  白 

２８日 吉田 裕成 

［結婚記念日］   

６日 野城 友三  １１日 川口 哲也 

２６日 金親 博榮  ２６日 丸島 新七 

 

≪ニコニコボックス報告≫ 

☆寺澤 一良会員・五十嵐 博章会員 

綜合警備保障㈱千葉支社営業部・工藤様、ようこそい

らっしゃいました。栢木会員、卓話を宜しくお願い致しま

す。杉本さん、ご入会おめでとうございます。本日より宜

しくお願い致します。 

☆本田 博会員 

 皆さん、お久し振りです！ 

 

 

≪出席報告 （会員数４３名）≫ 
 

出席者数 ３５ 欠席者数 ８ ﾋﾞｼﾞﾀｰ  １ 修正出席率 100％ 

 

＜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…『防災訓練について』 

卓話者… 栢木 伊久二会員 

            綜合警備保障㈱千葉支社 

            営業部 工藤 隆彦様 

 

本日の卓話は防災訓練につい

てです。先月１月１２日に死者数が

２０万人を超える大規模地震がハ

イチにて発生致しました。マグニチ

ュードは７．１ということです。当社

の警備派遣にてハイチ大使館に

勤務している社員の話では現地の

被災状況を「まるで地獄絵図を見ているようだ」と話があ

りました。国内で発生した地震と比較してみますと、平成

１９年７月１６日に発生した新潟中越沖地震ではマグニ

チュード６．８、平成７年１月１７日に発生した阪神淡路大

震災ではマグニチュード７．３ということからも、かなりの

規模であったことがわかります。 

私自身も阪神淡路大震災を体験し、身の危険を感じ

たことがあります。例えば、家具などは簡単にビス止めす

る程度の補強をしておりましたが、簡単に倒れてしまいま

した。照明機器等も落下する危険があるので家具や照

明機器などの固定には十分注意されたほうがよろしいか

と思います。何も家具の無い部屋で寝るのが一番です。

それと１階より２階をお勧めいたします。 

では、実際に防災訓練を進めさせて頂きますが、防災

訓練と一言で申し上げても様々なものがあり、インターネ

ットで調べてみても１４項目あり、さらに細分化すると多岐

に渡って訓練の内容があります。 

今回は地震を想定した防災訓練に特化しお話させて

頂きます。 

地震には地震時計（参考資料添付）と呼ばれるものが

あり、発生からの時間経過毎にどのようなことが起きるか

を大雑把に確認できるものがあります。 

災害が発生した際に必要なのが生活用品等の備蓄で

す。最低でも３日分は必要と言われております。ここで、

私自身の経験も含めてですが一番必要なものは水です。

排泄物等を流すだけでもバケツ１杯半以上が必要であり

予想外に多く消費をするものです。風呂の水は溜めて

おきましょう。飲料水の備蓄も必要で当社の事務所にも

飲料水を備蓄しております。食料備蓄も重要ですが水が

更に重要になってきます。 

 

― 地震への心得８か条をご紹介します。― 

１．耐震化 家具を固定し ひと安心 

家具の固定は細心の注意を払って下さい。 

２．自宅にも 勤務先にも 水食料  

飲料水は最低でも３日分は確保して下さい。 

３．日頃から 家族で確認 避難場所 

いざというときは携帯電話も使用できません。 

＊必ず避難場所等は日頃から家族間で確認して下さい。 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 3,000 円 累計 609,314 円 

金の箱   2,405 円 累計 22,685 円 

千葉ＲＣ 月 3/8 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 2/23・3/2・9 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 3/16・30 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ 

新千葉ＲＣ 水 3/24・31 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 2/24 ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 3/4 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 2/25 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



４．あ！地震 まず身の安全 つぎ消火 

消火器等での消火は天井まで火が回っている状態

であれば諦め、部屋の扉を閉め逃げて下さい。 

５．助け合い 隣近所で 救出救護 

隣近所の助け合いは、非常に大切であり重要になり

ます 

６．落ち着いて むやみに動かず 情報把握 

落ち着いて行動し、正確な情報把握に努めて下さ

い。 

７．伝言板 １７１で 安否確認 

ＮＴＴ等の伝言板を利用し安否確認をして下さい。 

８．避難前 ガス栓・ブレーカー 確かめろ 

二次災害で多いのが火災になります。避難する前に

必ずガス栓・ブレーカー等を確認して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

心肺蘇生法について 

 

 

1. 反応の確認 

「大丈夫ですか」や「もしも

し」と呼びかけて反応を見る。 

2. 助けを呼ぶ 

助けを呼ぶ（「119番して！」） 

3. 気道の確保 

頭を後ろにのけぞらせ、あごを上げる。 

4. 呼吸の確認 

胸や腹部の上下の動きを見て、息の音を聞く。 

5. 人工呼吸 

口対口人工呼吸により、息を吹き込む。 

6.心肺蘇生法の実施 

胸骨圧迫（心臓マッサージ）30回と人工呼吸2回の組み

合わせを継続する。 

―初期消火の３原則をご紹介します。― 

１．早く知らせる 

  恥ずかしがらずに大きな声で、早く周囲に知らせて下

さい。 

２．早く消火する 

  消火器等を使用し早く消火して下さい。 

ただし、天井まで火が上がっているようであれば消火

は諦めて部屋の扉を閉めて逃げて下さい。 

３．早く逃げる 

逃げる際は部屋の窓や扉を閉めて空気の侵入を絶

ち、潔く避難して下さい。 

（文責：栢木 伊久二） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

第２２５６回例会 

日時⇒   平成２２年２月１９日(金)点鐘１２：３０ 

演題⇒   『人生の本番は還暦から』 

卓話者⇒ 江幡 清子様 

 

第２２５７回例会 

日時⇒  平成２２年２月２６日(金)点鐘 12：30 

演題⇒  『魅力再発見！  

千葉市のシティセールスについて』 

卓話者⇒ 千葉市企画調整局 シティセールス推進室 

        室長 湊  信幸様 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 


