
 
 

 

《本日の例会》 
 

 
 
進 行   竹並栄一郎 ＳＡＡサブ 

点 鐘   午後１２時３０分 渋谷修身 会長   

国歌斉唱 「君が代」 

ソング   ｢奉仕の理想｣ 

来訪者  日本光電北関東株式会社  さいたま支社 
所沢北営業所   栗原将大 様 

     日本光電北関東株式会社  さいたま支社 
所沢北営業所 所長   中村啓悟 様 

     日本光電北関東株式会社  さいたま支社 
所沢北営業所 臨床工学技士 蔵谷大地 様  

     埼玉りそな銀行 本庄支店 
             支店長    小出暢宏  様 
 
 
〔会長の時間〕    渋谷修身 会長 

 皆様こんにちは。来訪者の御

紹介を致します。埼玉りそな銀

行本庄支店支店長 小出暢宏様、

日本光電北関東株式会社 さいた

ま支社所沢北営業所所長 中村啓

悟様、日本光電北関東株式会社 
さいたま支社所沢北営業所臨床

工学技士 蔵谷大地様、日本光電北関東株式会社さ

いたま支社所沢北営業所 栗原将大様です。宜しく

お願い致します。 
本日は、来日学生のナターリアは修学旅行中で

すので次週に来る予定です。 
  

 
 
今日ははじめに本庄ＲＣ定款第５条第２節によ

り１２月の第１例会１２月７日に年次総会が開催 
されます。そこで次々年度会長、次年度役員理事

が発表されるわけですが、その指名に関しまして

例年通り指名委員会に計る方法で行いたいと思い

ますが、それで宜しいでしょうか？ 
 それでは細則第１条第１節の規定によりまして、 
１１月１６日(今月の第３例会)終了後に指名委員

会を開催致します。一両日中に、パスト会長パス

ト幹事にＦＡＸで通知致しますのでご出席下さい。 

 次に、１１月はロータリー財団月間となってお

ります。野澤委員長より協力の依頼がそれぞれあ

ると思いますが、私からも協力のお願いを申し上

げます。地区の梅澤ロータリー財団部門委員長も

次週９日に当クラブに卓話とお願いに来ることに 

なっております。 
 

＜理事会報告＞ 

・１２月７日(木)の｢年次総会｣の為の指名委員会 

 について、今月の１６日例会終了後に行われる

事が承認されました。 

・後期の増強ですが、なるべく１月に入会して頂

ける方が（入会予定者２、３名）半期という事

で区切りが良いので、１２月の理事会に正式に

出して頂くという事にお願い致しました。 

・退会届が２名出ておりまして、近藤会員の１０

月末での退会を受理致しました。江原会員の１

２月末での退会が出ておりますが本人の体調が

良くなるか、どなたかに説得をして頂くか、そ

のへんの様子をみたいと思いますので一応預か

っておく事に致しました。 

・山中杯の野球大会が毎年行われていますが、本

庄ＲＣからも例年５万円の協賛金を出しており

ますので今年もその様に致します。 

・地域社会奉仕委員会より楽市の報告を委員会報

告でして頂きます。 

・ロータリー家族委員会より３月２９日(木)移動

例会として旅行の企画予定をしているそうです。 
 

 

ロータリー財団月間 
 

卓 話 
 

「ＡＥＤ(自動対外式除細動器)について」 
日本光電北関東株式会社 栗原将大 様 
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〔幹事報告〕    佐藤賀則 幹事 
・１０月２４日に４クラブ合     

同で新幹線本庄早稲田駅前 

にソーラー式電子時計を本  

庄市に寄贈させて頂き、贈呈  

式を行ったという記事が｢埼  

玉新聞｣に掲載されましたの   

でご覧下さい。 

・青年会議所より１１月２３日に本庄早稲田駅 

横のマリーゴールドの丘で１４万人のキャン 

ドルイルミネーションでキャンドルを灯そう、

というご案内が届いています。 

・ザ・ロータリアン誌が届いています。 

 
 
 
［１１誕生祝］  萩原達夫 親睦委員長 
（敬称略） 
 武井包光 真下恵司 小此木利明 萩原達夫 

 戸谷 丈 黒岩三雄 小此木昭二 坂上俊夫 
 

 
 

 

・代表挨拶     戸谷 丈 会員 
 ちょっと忘れていたのです

が８２歳だそうです。寒さに

弱い身体ですので、これから

何ヶ月か気を付けて生きてい

きたいと思います。 
今までこうやって生きられ

たのは、皆さんのお陰だとい

う風に思っております。どうぞ今後とも宜しくお

願い致します。 
 

 

 

［１１月結婚祝］ 
（敬称略） 
 岩渕富男 藤井 仁 岡崎正六 黒岩三雄 
 

 

・代表挨拶     藤井 仁 会員 
結婚して３５年経ちました。 

まだ、孫が出来ていないので

すが・・・・。いろいろあり

まして、まだ子供２人が独身

です。早く結婚して孫が欲し

いのですが、商売の方も引退

させて貰えない状態です。 

今後も商売に励みながら家庭円満にしていきた

いと思います。本日はどうも有難う御座いました。 

 

 

 

〔委員会報告〕 
 

★地域社会奉仕委員会    藤井 仁   委員長 
  

楽市が１１月２６日に決定しま

した。例年通り皆様から１人３点

の品物を出して頂きたいと思いま

すので宜しくお願い致します。 

 品物を第２例会(１１／９)・第

３例会(１１／１６)時に例会場で

お預かりしますのでご持参下さい。

その日ご都合のつかない方は、２０日～２５日ま

で加藤玄静会員の城立寺でお預かりして下さいま

すのでご持参下さい。宜しくお願いします。 

 尚、品物の無い方は１点付き１０００円で合計

３０００円を宜しくお願い致します。 

 この事業は社会奉仕委員会全体で行いますが、

他の会員方も当日ご参加頂き汗を流しながらロー

タリーの為に販売のお手伝いをお願い致します。 

 

 

★ロータリー財団委員会    野澤章夫  委員長 
 

 １１月はロータリー財団月間

です。繰り返しの御依頼で申し

訳ありませんが、ぜひ｢財団の

友｣にご参加頂きたく重ねてお願

い申し上げます。 

 ９日の第２例会で、第２５７

０地区ロータリー財団部門委員長の梅澤將明様に

｢ロータリー財団の変更について｣という題で卓話

を頂く予定です。財団への理解を深めて下さい 

 

 

 

八木茂幸 プログラム副委員長 
 皆さん今日は。本日はＡＥＤと

いいますが、心臓発作を起こした

時の応急処置に使用する機器につ

きまして皆様にその内容について

ご案内を頂くという機会を取らせ

て頂きました。 

 まずは、中間でご案内を頂きま

した埼玉りそな銀行本庄支店長の小出暢宏様より

ご紹介を頂いてから卓話を頂戴致します。 



御紹介  埼玉りそな銀行 本庄支店  
支店長 小出暢宏 様 

 

本日は｢ＡＥＤ(自動対外除細動

器)について｣ご説明させて頂き

たいと思いましてお時間を賜り

ました。誠に有難うございます。 

 ｢ＡＥＤ｣とは突然死の原因と

なる痙攣を起こした心臓に電気

ショックを与え正常なリズムに戻すポータブルな

器械でございます。 

年間２～３万人が病院外での心臓発作による心

停止で亡くなられております。主な原因は心臓の

筋肉の痙攣で、痙攣発作から短時間内に電気ショ

ックによる療法が有効であるとされているもので

す。２００４年７月からＡＥＤは医師・看護士・

救命救急士以外の一般市民の使用が解放されてお

ります。 

本日はこのＡＥＤにつきまして、日本光電工業

㈱さんから中村所長様以下総勢３名にお越し頂き

まして御紹介をさせて頂きたいと思います。 

日本光電さんは１９５１年８月設立、資本金７

５億４４００万円、社員数３０００名、売上金９

００億円位の会社です。医療機器のリーディング

カンパニーで生体情報モニターや脳波計といった

いわゆる小型の医療機器(通称スモールＭＥ)メー

カーでシェアＮｏ１の会社です。本社は東京新宿

区、工場は埼玉・群馬・上海等、国内７８拠点の

他、アメリカ、ドイツ、イタリア、スペイン、フ

ランス、シンガポール、中国、韓国、全世界に進

出しています。主な取引先は、大学の医学部・病

院・製薬会社・各種研究所・スポーツ施設等です。 
 ＡＥＤについては、９月・１０月でも新聞等で

さいたま市内においてＡＥＤで助かった方の記事

が載っていましたが、現状埼玉県内では５００台、

さいたま市で４００台、川越市で１３２台、川口

市で１０台、県立高校で２１７台の設置が終わり

ました。本庄市では、本庄高校・本庄北高校・本

庄第１高校・本庄早稲田高校で導入されています。

今後、ＪＲでも各駅に導入を予定されております。

その中で話題になると思いまして、今回ご説明を

させて頂く事になりました。 

 

 

 

卓 話 
 

「ＡＥＤ(自動対外式除細動器)について」 
 

日本光電北関東株式会社 さいたま支社 

 所沢北営業所 栗原将大 様 
 

ＡＥＤの取り扱いに関して、

従来は医師以外の使用を認めて

いなかった厚生労働省は、２０

０４年７月より民間人でも使え

るように方針を決めました。そ

れによってＡＥＤがより一般的

な医療機器になってきています。 

最近マスメディア等で大々的にとりあげられ認

知されつつあるこのＡＥＤ(自動体外式除細動器)、

欧米では役所や駅・ホテル・百貨店・劇場・カジ

ノ・スポーツ施設・学校・船など人の集まる場所

を中心に普及しております。又、家庭や職場に備

える人もおり広く社会に普及しております。 

国内においても各地区での設置が進みつつあり、

厚生労働省より各都道府県知事宛に｢非医療従事者

による自動体外式除細動器(ＡＥＤ)の使用につい

て｣と題し、普及に関する指導要綱が出されました。

今日の動向として、飛行機、空港、客船、百貨店

等人の集まる場所、またパブリックスペースには

優先順位を高くすべきとの意見もあり、突然死の

減少にＡＥＤの必要性を強調しています。 

私ども日本光電といたしましては、全国にわた

り 1 万台以上の導入を頂いております。このよう

に日本の医療機器のトップメーカとしての使命を

果たすべくこのＡＥＤの普及・整備に、全力をそ

そいでおります。 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
〔ニコニコボックス〕 塚越 茂 委員長 
 

（順不同・敬省略） 
 

今月はロータリー財団月間です。財団寄付の拡大 

も心がけましょう。 
 

（同文にてご投入頂きました） 
渋谷修身 浅香 匡 矢島淳一 中島高夫 
武井包光 小此木利明 
 
 
寒冷な時期に入りました。気候的にはまだ暑さが 
残りますが・・・・ＡＥＤの操作を学び心臓死の 
予防を! 
 

（同文にてご投入頂きました） 
福島文江 岡芹正美 斉藤清一 竹並栄一郎 

野村正行 八木茂幸 春山茂之 内野昭八郎 

下山正男 古瀬末雄 岩本英人 佐藤賀則 

飯塚明男 中村 孝 

 

 

本日より本庄祭りです。楽しく祭りを盛り上げま

しょう。 
 

（同文にてご投入頂きました） 
髙橋福八 塚越 茂 戸谷 丈 高柳育行 

梅村孝雄 橋本恒男 真下恵司 石原輝弥 

岩渕富男 石原 修 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

加藤玄静 

 １１月２日３日は新本庄市の秋祭りです。例会  

 後、見物して下さい。 

 

野澤章夫 

１１月はロータリー財団月間です。皆様の御協

力をお願い致します。 

 

飯塚明男 

 インフルエンザの予防接種をしましょう。 

 

藤井 仁 

 楽市の品物を３点お願いします。 

 

小此木昭二 

 早退します。 

 

茂木 聡 

 早退します。 

 

 

本日投入金額合計  ３５，０００円 
 

 

 

 

〔出席報告〕     浅香 匡 委員 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
広聴広報委員会  岩本英人・笠原 勝・戸谷清一・岩堀 薫 

 
■例会日 毎週木曜日  12:30～13:30   ■例会場 埼玉グランドホテル本庄 

■事務所 埼玉グランドホテル本庄 700 号   E メール honjorc@themis.ocn.ne.jp 

〒367-0041 本庄市駅南 2－2－1      ホームページ     

TEL 0495-22-7522  FAX 0495-22-3571   http://www.globals.jp/hp/HRotary/index.html
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