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例会開始前の握手会 

ロータリーソング斉唱    （奉仕の理想） 

 

四つのテスト唱和     寺西修身 会員 

 

 

 

 

 

 

 

例会プログラム 

司会 井田喜代志 SAA  

点鐘 石井英男会長 

ロータリーソング（奉仕の理想）斉唱 

四つのテスト唱和 寺西修身会員 

会長挨拶 石井英男会長 

幹事報告 山口光男幹事 

委員会報告   

青少年奉仕部門 井上脩士部門長 

親睦・家族委員会 間室照雄委員長 

 寺西修身副委員長 

 加藤 勉会員 

卓話 『救急医療の現状』 宮坂良介会員 

出席報告 加藤 勉委員長 

スマイル報告 馬場知行副 SAA 

点鐘 石井英男会長 

 

わ 

 

RI第 2770地区     第 5グループ 

鴻巣水曜ロータリークラブ   

地域社会に奉仕を  
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会長挨拶            石井英男 会長 

 皆さん、こんにちは。 

ノーベル平和賞を受賞した

南アフリカの「ネルソン・マンデ

ラ元大統領」が 12 月 5日、95

歳で死去されました。マンデラ

氏の行動は、民主化の象徴と

して世界中からの尊敬を集めていました。追悼

式（ヨハネスブルクのサッカー競技場）では、世

界各国の首相が参列・一般市民の大歓声を受

けていました。「人のためになる行動」を行い続

けたマンデラ氏の人生は、世界各国から大変

讃えられています。この人こそ『ロータリアンの

基礎』であり、「世の中の平和と奉仕の心」その

ものではないか！と思いました。ご冥福をお祈り

致します。 

先日 12月 9日パスト会長会を「ゆき寿司」に

て行いました。お忙しい中、14 名の参加をいた

だきました。皆さんありがとうございました。おか

げさまで、石井年度上期が無事遂行出来てい

ること、ありがたく思っております。 

群馬県富岡市 先日「富岡製糸場見学」をし

てきたエリアですが、私の親戚であります昭和 9

年 7 月生まれの農業の先生、ご夫婦で端正込

めて 1本 1本作られましたのがこの「下仁田ネギ」

です。こちらを 1 箱ずつ、皆さんお持ち帰り頂き

たいと思います。この白いネギは深谷とは違っ

て、富岡エリアでしか採れないネギです。昔は

赤坂の料亭に納めるくらいしか、採れないもの

でした。白い部分は良く焼いて、塩をまぶして

食べるとツマミには最高とのことです。また緑の

部分も、鍋にして食べて頂ければ残すところは

ないです。（階段の下に置いてありますので、帰

りにぜひ皆さんお持ち帰りください。）来週の水

曜日 12 月 18 日は 熊谷ガーデンパレスでクリ

スマス例会になります。全員出席で楽しみましょ

う。来週もよろしくお願いします。 

以上、ありがとうございました。 

幹事報告          山口光男 幹事 

1. 12月 19日（月）パスト会長

会 ゆき寿司 

2. 12 月 11 日（木）第 5 グル

ープ会長幹事会 レストランと

き 石井、山口 

3. 12 月 25 日（水）月度理事

会・クラブ忘年会 レストランとき 

4. 12月 31日（火）午後 11時 30分集合 大晦

日・初詣例会 寶持寺 

5. 1月 8日（水）10時 45分集合 鴻口神社初

詣 第 1038回例会 

地区からの報告 

1. 比国台 30号被害 復興支援のお願い 

2. インターアクト韓国訪日団 ホーテステイ依

頼のお願い 

3. 1月 12日（日）第 26回インターアクト協議会 

さいたま市プラザノース 

委員会報告 

青少年奉仕部門       井上脩士 部門長  

 2013-14年度 RYLA研修セミ

ナーへ、私のクリニック事務員・

谷口舞さんが参加します。会

員は、加藤文男会員が参加を

希望しています。 

 韓国訪日団（高校生）ホーム

スティの依頼がきています。皆さんの協力をお

願いします。私の息子も韓国に行かせもらいま

したが大変いい経験を積んだようです。1 月 11

日（土）来日～16日（木）帰国。 

親睦・家族委員会 

       間室照雄 委員長 

 12月 18日は年次総会とクリ

スマス例会です。6 時開会で

すのでよろしくお願いたしま

す。 
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寺西修身 副委員長 

 懇親ボーリング大会は 13 時

30 分集合、14 時開始の予定

です。現在10名の参加予定で

す。参加希望の方はお申し出

ください。 

 加藤 勉 会員 

 ゴルフコンペは鴻巣カントリー

クラブに 8時集合です。13名の

参加予定です。よろしくお願い

たします。 

 

 

卓話             宮坂良介 会員 

『救急医療の現状』 

皆さまこんにちは。本日はこ

のような機会を与えていただきあ

りがとうございます。入会以降初

めての卓話です、どうぞよろしく

お願いたいします。今日は救急

医療の現状についてお話いたし

ます。 

お配りした資料に｢救急搬送 36 回断られ死

亡｣という記事のコピーをご覧ください。これだけ

みると病院が悪い、医師が悪い、結果として患

者が死亡したという印象を読者は持たれてしま

うと思います。しかしながら我々医師の立場から

すると、｢断られ｣という表現が間違っていると言

わざるを得ないと思います。あたかも病院、医師

が加害者であるかの表現になっていると思いま

す。｢受けいれ不可能｣というのが正しい表現に

なると思います。このような表現をしているメディ

アに対しては医師会をとおして抗議をしている

ところです。 

ではなぜ、｢受け入れ不可能｣ということが起

こっているのかということですが、主な理由は

『処置困難』、『満床』、『他の患者に対応中』、

『専門外』の 4つです。『処置困難』が全体の 40

パーセントで、ついで『満床』が 30 パーセント、

『他の患者に対応中』が20パーセント、『専門外』

が 10パーセントの割合になっています。 

実際に搬送にかかった時間ですが、120 分

以上かかったのは、0.005 パーセントにすぎま

せん。95 パーセントは 30 分以内に搬送されて

います。重症患者の 98 パーセント以上は受け

入れられています。 

満床で受け入れられないということには法的

な問題があります。例えば 100 床ある病院が満

床であるのに 101 人目の患者を受け入れること

は法律に違反する事になってしまうからです。

ベッド数も簡単には増やせません。県立がんセ

ンターの例ですが、500 床の規模に対して建設

費は 400 億円です。１床当たりのコストは 8000

万円で、コストの面からも増床は簡単にはでき

ません。 

最後に赤見台に新病院が建設されます。上

尾中央病院の分院で規模は 300床の予定です。

ご清聴ありがとうございました。 

出席報告         加藤 勉 委員長 

 

 本日 修正 

 12月 11日 12月 4日 11月 27日 

 1035回 1034回 1033回 

 通常例会 通常例会 移動例会 

会 員 数 32 32 32 

出 席 数 23 24 32 

欠 席 数 9 8  

例会出席率 71.88% 75.00% 100% 

Ｍ Ｕ 数 2 2  

合計出席数 28 26 32 

出 席 率 78.13% 81.25% 100% 
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スマイル報告       馬場知行 副 SAA 

 

 

前回までの合計 357,000 円

本 日 の 合 計 26,000 円

次回繰越金合計 383,000 円  

ふるさとの杜 

アオキ               坂口正城 会員 

 

 アオキはミズキ科アオキ属の常緑低木。日本

原産。北海道南部から沖縄までの森林に自生

する。また日陰にもよく育ち、庭園や公園の植

え込みに植栽される。高さは 2ｍほど、花は 3-5

月に咲く。褐色または緑色で花弁を 4 枚有し子

房下位、単性花で雌雄異株。果実は卵形の液

果で種子を 1個含み、秋ごろから赤く（種類によ

っては白、黄色）熟し、美しい。楕円形で大きさ

は2ｃｍほど、11月から翌年5月頃まで付いてい

る。葉は苦味健胃作用があり、民間薬の陀羅尼

助（だらにすけ）に配合されている。 

 

今後の活動予定 

 

 

スマイル 1  宮坂会員卓話よろしくおねがいします。 

津田健三会員・宮城 仁会員・小畑正勝会員・加藤 勉会

員・寺澤銀三会員・井田喜代志会員・馬場知行会員・山口

光男会員・間室照雄会員・松本安永会員・井上脩士会員・

大澤二三夫会員・石井英男会員・坂口正城会員・小林玲子

会員・小林 功会員・田邊 聖会員・松村豪一会員・寺西修

身会員・成田志津子会員・細野潤一会員 

スマイル 2  再・フィリピン台風 30号災害・復興支援のお願い

します。 

馬場知行会員・山口光男会員・間室照雄会員・井上脩士会

員・宮坂良介会員 

クラブ会報委員会 

委員長  田邊 聖     副委員長  小林 功 

委  員  長谷川信子 柿沼洋一 小林玲子 寺西修身 

12月 31日 

（水） 

第 1037回移動例会 

大晦日・初詣  

1月 8日 

（水） 

第 1038回通常例会 

会員誕生月祝い 

結婚月祝い 

1月 15日 

（水） 

第 1039回通常例会 

韓国インターアクト交換学生 

1月 22日 

(水) 

第 1040回通常例会 

外来卓話 

1月 29日 

（水） 

第 1041回移動例会 

映画鑑賞 

2月 5日 

（水） 

第 1042回通常例会 

会員誕生月祝い 

配偶者誕生月祝い 

結婚月祝い 

2月 12日 

（水） 
振替休会 

2月 19日 

（水） 

第 1043回通常例会 

外来卓話 

2月 26日 

（水） 

第 1044回移動例会 

合同例会 上尾西 RC 


