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卓話 「関西　電力事情」 関西電力北摂営業所
  　　所長　前田 様
   西村会員ゲスト
Weekly No. 1530は田中（孝）委員長が担当しました。
Weekly No. 1531は田中（孝）委員長が担当の予定です。

（本日の原稿をお渡し下さい）

会長挨拶 石﨑会長

先週内容

次週 第1531回 例会予告　平成26年4月14日

　「春の移動家族例会」
  京都　松山閣　松山

第1530回例会　平成26年4月7日

大相撲大阪場所も終わり、大関・鶴竜が優
勝し第71代横綱が誕生しそうです。10日、我
がクラブに訪問された木瀬部屋の６名の力士
も健闘されました。
2020年の東京五輪開催が決まり、メーン会
場となる「国立競技場」は今年７月から全面的
な改修工事に入ります。新装になった国立で、
次にサッカー代表戦が開催されるのは早くて
2019年になります。今年ブラジルW杯の次は
2018年、ロシアW杯になります。（ウクライナ・
クリミア地方をロシア併合紛争）
「私の国立」の思い出は、1984.8.25の「釜本
邦茂・引退試合」です。62,000人の大観衆の
中で、ヤンマー対JSL選抜でした。なんといっ
てもペレとオベラートの友情参戦。試合後ペ
レに合わせてもらい、興奮したのを覚えてい
ます。
日本が初めてW杯に出場したのは1998年フ
ランスW杯です。1997年最終予選で１勝4分
け1敗（韓国）。11.1のアウェー対韓国（ソウル・
蚕室）に負ければ万事休す。当時、参議院議員
の釜本氏一行10名で適地応援に行きました。

幹事報告 井伊幹事

◦米山奨学会より荻田会員へ、カウンセラー
の感謝状が届いております。
◦本日は理事会を開催致しますので、理事の
方はお残り下さい。
◦次週3月31日は休会となっております。また、
次々週4月7日の例会は移動家族例会です。
お間違いのなきようお願い致します。

ロータリー雑誌月間

このときすでに、韓国はW杯出場を決めて
いたせいか、垂れ幕は「Together France」と友
好的に書いてありました。結果、日本2‒0韓国
に勝利しました。あと最終予選は、カザフスタ
ンに勝ち、そして運命の最終戦、マレーシア
「ジョホールバルの歓喜」日本3‒2イランとな
り、W杯初出場となりました。

フランスW杯翌年の1999年6月14日、ロー
タリー・シンガポール国際大会に参加しました。
マレーシアからシンガポールへ汽車で渡りま
したが、ジョホールバル駅でイミグレーショ
ン（入国管理）があり、その前が競技場だった
ので感動したのを覚えています。

5月19日は、釜本氏を卓話にお呼びしていま
す。6月12日からのブラジルW杯に向けてタイ
ムリーな話になると思いますのでご期待下さい。

米山奨学会より荻田会員に感謝状
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◆田中（慶）会員
豊中営業所の増築が無事終わりました。
◆橋本（芳）会員
誕生祝ありがとうございました。欠席
や遅刻が続きました。お詫び申します。
◆新井会員
尾家会員、鈴木会員ありがとうござい
ました。
ホールインワンやりました。茨木CC、
西14番、141ヤード。
◆石﨑会長
次回は移動家族例会です。桜満開を
願って…。
◆山岡会員
結婚祝のお花ありがとうございました。
◆伊藤会員
橋本（徹）会員の紹介で息子の寮が決
まりましてありがとうございました。
◆清水会員
先週、娘が無事幼稚園を卒園致しまし
た。決して孫ではありません。
◆坂口会員
孫のお宮まいりにいってきました。
──────────────────
 本日のニコニコ箱 40,000円
 累計のニコニコ箱 1,281,550円
──────────────────
○今月目標 150,000円、実績 169,550円
で久々達成ありがとうございます。

ニコニコ箱 西村副SAA

出席報告
●会　員　数 50名 ●来　　　客 1名
●出席会員数 37名 ●本日の出席率 88.10％
●3月3日の出席率（メーキャップを含む） 100％

澤井委員長

ゲ　ス　ト

 医療法人瑠璃会AYクリニック 中井 隆陽 様

木下委員

大藤委員長社会奉仕委員会
⒈明日（3月25日）午前10時30分より、こども
発達支援センターにて社会奉仕委員会事業
のスロープの寄贈を行います。尚、井上市長
も臨席されるそうです。
⒉4月1日、クリーンデーでございます。今回
は偶数月ですので江坂企業協議会主催で、
サニーストンホテル前、午前7時30分集合で
ございます。

木田委員長新世代奉仕委員会
4月18日（金）18:00から、炉辺談話を国際
奉仕、新世代奉仕、合同で行います。
会費6,000円の予定です。会場は東急インに
て。本日中に出欠よろしくお願いします。

紙谷委員長親睦活動委員会
来週3/31は休会ですので本日が最後のご案
内です。
春の移動例会
・平成26年４月7日（月）18:00
・京懐石　松山閣　松山
・観光バスは江坂東急イン バス乗り場
　集合15時45分　出発16時。
　時間に遅れないようお願いします。
仁和寺散策後、料亭へは往復マイクロバス
にて送迎になります。自家用車でお越しにな
られる方は駐車場あり。
貸切バス乗車の会員には乗車名簿を回覧い
たしますので、氏名・人数を記載してください。
親睦委員は江坂東急イン、バス乗り場に
15:30集合となります。

山岡副委員長ロータリー財団委員会
本日、中堀会員より特別寄付を頂きました。
ご協力ありがとうございました。

田中（孝）委員長雑誌・広報委員会

第2660地区広報委員会より、ロータリーの
公共イメージアップ及び認知度の向上のため、
昨年に引き続き、ラジオ大阪にて「あなたのそ
ばにロータリー」の番組を放送致しますと、ご
案内が届きました。
平 成26年3月28日（金）か ら5月30日（金）
まで、毎週金曜日午後4時12分頃から、10回に
亘って放送されます。回覧致しますのでご準
備下さい。
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プロフィール
◉ボランティア活動
＊青年海外協力隊：コートジボワール、マダ
ガスカル（2002～2005）
＊災害活動
　（政府）国際緊急援助隊：2005パキスタン
大地震、2010ハイチ大地震
　（NPO）HuMA：フィリピン水害、2010パキ
スタン洪水医療支援、AMDA：2011タイ洪
水医療支援
＊市民参加活動・出前講座（2005～）→医療
通訳研究会、青年海外協力隊0BOG会

プロフィール（中井）
＊卒後は大学病院の救命救急センターで5年間
働きました
＊二次救急指定の民間病院で4年働き、2つの
企業新規事業立ち上げなどに計3年間かかわ
りました
＊協力隊帰国後は学童の自然学校同行救護員、
キャンプナース、保健室養護教諭代行、有料
老人ホーム、入浴サービスで働きました
＊現在は大阪市のクリニックで海外渡航者向
けの健康教育と予防接種に関わる仕事をし
ています

災害は日常の延長にある
弱い部分が明らかになる

ハイチ共和国大地震の概要
＊震源：首都ポルトー・プランス郊外から約
15キロ

＊発震：日本時間1月13日午前6時53分（現地
時間12日午後4時53分）
＊地震の強度：M7.0
＊被災者数：300万人
＊死亡者数：20万人　　　　　（データ：国際協力機構）

国際緊急援助隊医療チーム派遣概要
＊活動地：レオガン市（首都から西へ約40㎞）
＊1月16日：医療チーム成田発→17日：C130
で医療チーム到着→レオガン活動地到着

ミッションの特徴
□ライフライン―電気、水道が使えない
□余震が続く→M6.1
□外傷を伴う骨折患者など外科診療が中心
□自己完結型診療→看護学校敷地内に診療テ
ントを設営、宿泊は同敷地内の看護学生寮、
校外には一歩も出ない
□安全管理→PKOスリランカ軍による警護
□看護学生の協力を得られた（医療通訳、診療
補助）
□自衛隊医療チームとの連携・継続医療

現場に行けば見えること
受け入れて下さる人と場がある
＊思いやり、気遣い
＊助け合いの輪
＊生きる力

異文化コミュニケーションについて
□存在・文化を繋ぐ人がキーパーソン
□名札で話せる言語の表示（仏・クレオール・
スペイン語）
□服薬説明の工夫
□家族も含めてわかりやすい説明を繰り返す
こと
□非言語的コミュニケーション

国を超えて～共通のもの
○共通の非言語メッセージ
＊笑顔、親睦の意、細やかな配慮、タッチ
＊相手を知ろうという姿勢、思いやり→ぐっ
と距離感が近くなる
○日本の看護（寄り添う看護）

学び～
→言葉や文化の違う国の中で、人間関係をつ
くる、相手国の伝統的文化を知ること、自分
も学ぶ姿勢
→日本の看護が正しいわけではない
→語学ができたらコミュニケーションができ
るわけではない
○限られた設備、資材、人での活動「あるもの
で工夫すること」
○衛生基準について
○人の死が身近にあること
○関心を持ち続ける
○日本も自然災害国です
○東日本大震災ではたくさんの国に助けて頂
きました
○国内にも外国人患者さんはいます
○セルフケア、安全管理

医療法人瑠璃会AYクリニック
中井 隆陽 様　　　
髙木委員長ゲスト

「国際緊急医療活動からの学び」
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2014～2015年度　理事・役員及委員会組織表
理　　　　　事
会　　　　　長 田中　慶一
会長エレクト 青木　建雄
副　　会　　長 井伊圭一郎
クラブ奉仕担当理事 髙木久美子
職業奉仕担当理事 西村　元秀
社会奉仕担当理事 澁谷　清明
国際奉仕担当理事 橋本　芳信
青少年奉仕担当理事 紙谷　幸弘

Ｓ　　Ａ　　Ａ 杦本日出夫
会　　　　　計 瀬川　　昇

第2660地区委員
・国際奉仕委員会 小林　　哲
・国際奉仕委員会 木田　昌宏
・財団補助金小委員会
　地区補助金・グローバル
　補助金担当グループ 長屋　　興

会　計　監　事 坂口　道倫
幹　　　　　事 本田　智敎

第 一 副 幹 事 荻田　倫也
第 二 副 幹 事 長屋　　興
副　　会　　計 島田　重樹
副　　会　　計 橋本　徹也
副　Ｓ　Ａ　Ａ 山岡英次郎
副　Ｓ　Ａ　Ａ 毛利征一郎
副　Ｓ　Ａ　Ａ 新井　　清

委員会名 委員長 副委員長  　委　員
クラブ奉仕 髙木久美子 由上　時善 鈴木　基弘
　出　　席 阪本　勝彦 伊藤　泰充 中堀　和英
　クラブ会報 郷上　　勲 家村　武志 水間　正一 𠮷田　一雄
　（雑誌・広報）  
　親睦活動 阿部　吉秀 矢倉　昌子 田中　孝男 堀　　　豊 佐藤　原二
   木下　基司 
　会員増強 瀧川　紀征 梶山　高志
　（会員選考・職業分類）
　プログラム 清水　大吾 橋本　徹也 宮川藤一郎
　記録（IT含む） 伊藤　泰充 橋本　芳信 木下　基司
　研修情報・規定 坂口　道倫 仲辻　　章 𠮷田　一雄
　音　　楽 村井　正雄 毛利征一郎
職業奉仕 西村　元秀 小川　　勉 水間　正一
社会奉仕 澁谷　清明 杦本日出夫 大藤　辰弘
（環境保全）
国際奉仕 橋本　芳信 長屋　　興 由上　時善
　ロータリー財団 榎原　一滋 鈴木　基弘 尾家　　亮
　国際社会奉仕プロジェクト 澤井　正寛 小林　　哲
青少年奉仕 紙谷　幸弘 髙木久美子
　米山記念奨学会 木田　昌宏 荻田　倫也 河邊　哲郎
　青少年交換 石﨑　克弘 永田　昌範 澤井　正寛


