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今年の上半期は私ごとになっ るのも面白いのではないでしょう
てしまい大変恐縮ですが、ミャ か。小・中学校の校長先生はじめ関
ンマーへの派遣が多くを占めて 係者の熱心なお話を聞いたり、生徒
しまいました。約１０日間の派 たちの活気あふれる受講態度を見
遣の報告記事を書かせていただ ると、私たちの方が励まされ力を与
きましたが、まだまだ書き足ら えられるような思いがします。受講
ないくらい様々な経験をさせて 者は多いのですが、指導する方も多
いただきました。
いので個々の負担が少なく、日頃話
今年の課題は、増加する事業 ができない方々とも話ができるの
を滞りなく実施する責任を果た で気楽に参加できます。また、「こ
すことや、新たに始めたホーム こ安」は、昼間の他、夜の講習もあ
ページを有効活用できるように るので仕事の後、ちょっと無理する
することが、特に重要であると と参加できる方も増えるのではな
考えています。
いでしょうか。様々な事業者の方と
ここのところ増えている「健 接することで雑学が増えたり、新た
康安全プログラム」と「ここ安」 な発見があったり、指導することよ
は団員の活動の幅が広がり活動 り、ある意味指導されているような
機会も増やすことができ、非常 錯覚を覚え楽しい気分にされるこ
とがあります。
に有効なことだと考えていま
す。
今年の上半期を振り返ると事業は
「健康安全プログラム」は、 滞りなく進んでおりますが、イベン
主に平日の活動になってしまい トに参加したドラゴンボートと横
仕事の都合で参加できない方も 浜市の防災フェアでは、参加団員が
多いとは思いますが、年に１回 少ない日もありました。また、他の
くらい有休を取って参加してみ 事業でも同じ人に無理して参加し
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てもらってい
る こ と も あ り ◆日本赤十字
ます。
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んにおかれま
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しては、お忙し
い日々ではあ
成田から全日空の直通便で
ると存じます
が 、 可 能 な 限 ヤンゴンに到着、街はいたると
り、また、少し ころで高層ビルの建築工事が
無理するなど、 あり、道路はそこかしこに渋滞
事 業 に ご 協 力 があり、クラクションがロック
を お 願 い い た ミュージックのように鳴り響
いていて活気のある街です。し
します。
かし、ヤンゴンから７０キロ離
れた今回の講習が開催されて
いるバゴーは、高層ビルも渋滞
も殆ど無く、そのギャップは大
きなものでした。
講習に参加する前に本社職
員がヤンゴン市内及びバゴー
の案内をしていただきました。
市内に多く寺院があり驚かさ
れるとともに、住民の方々が公
園で楽しんでいるような雰囲
気もあり、生活の一部に溶け込
んでいるようでした。バゴーで
は、たまたま、ミスバゴーコン
テスト期間で寺院でのＰＲに
遭遇しました。若くて美しい人
ばかりで思わず写真を撮って
しまいました。
今回の講習の受講者は、資格取
得者の再講習でもあることか
ら、実技の多くはケーススタデ
ィ方式で行われ、現場でそれぞ

れの受講者がどのように
考え、どのように処置をす
るかを重要視しているよ
うでした。
また、三角巾の包帯法では
２枚使用することなく、目
や肩を１枚で行う方法や
倒れている傷病者をファ
イヤーマンズで搬送する
方法など興味深いものが
ありました。
日本赤十字の処置方法は
これまでも伝えられてい
ることから指導者はほと
んど理解しているようで
したが、受講者のみなさん
は始めて 見る ことで もあり、
真剣な眼差しをしていまし
た。私た ちが 行った 実技で指
導者もま だ知 らなか ったのが
開き三角 巾か らのた たみ方、
毛布の簡 単な たたみ 方そして
ロープワークでした。
これらは 講師 をはじ め皆さん
が一生懸 命覚 えよう と練習し
てくれました。
毛布のた たみ 方を披 露したと
ころ講師 から 「あな たは家で
主婦をし てい るのか 」と冗談
とも本気 とも とれる 質問があ
りました。
今回の派 遣は 、昨年 行かれた
吉原さん の情 報もあ り、既に
述べたように技術的なことは

かなり講師に伝わっているようなので、指
導・助言もさることながら交流を主な目的
にしたいとも思いながら行きました。
ス タ ッ フ の 皆 さ ん も受 講 者 の 皆 さ ん も 大
変好意的に迎えていただき私達派遣者も

民族衣装の「ロ
ンジー」を購入
して講習に臨
んだことで一
体感を感じる
ことができま
した。
今回の派遣で
はミャンマー
の社会情勢な
どからか救急
法の違いを体
感しミャンマ
ーの救急関係
者と触れ合う
ことができ、非
常に有意義な
ものとなりま
した。
最後にこの派
遣に携わって
いただいた皆
さんに深く感
謝申し上げま
す。

受講生と撮影

講習スタッフ

バゴーの早朝の街
バゴー内の寺院

ファイアーマンズ

開き三角巾からのたたみ方

◆横浜防 災フェ ア２０１ ５
に参加して
横浜防災フェアのブースは、二十六
か所で １ 横浜市アマチュア無線非
(
)
常通信 協力 会、 ２
( 気
) 象庁 横浜 地方
気象台、 ３( 神)奈川県警、 ４( デ)ベロ、
５( ス)タンプラリー受付、 ６( 国)土交
通省横浜国道事務所、 ７( 日)本赤十字
社神奈川県支部、 ８( サ)バイバルカー
ド、 ９( 災)害食グランプリ、 １(０ 写)
光レンタル販売、 １(１ 国)土交通省京
浜河川 事務 所、 １
(２ 子
) 供 ラジ オ工
作教室、 １(３ ラ)ジオ日本、 １(４ 休)
憩コーナ、 １５ 宮城県石巻市希望の
(
)
環プロ ジェ クト 、 １
(６ 防
) 災 推奨品
コーナ（防災安全協会）、 １７ 米
(
)軍
日本管区司令部消防隊、 １
(８ 横
)浜
市、 １(９ Ｎ)ＴＴ東日本、 ２(０ 生)協
の宅配パルシステム、 ２(１ 神)奈川県
ＬＰガス協会、 ２(２ 神)奈川県石油商
業組合、 ２(３ 横) 浜市消防局救護課、
２４ 自衛隊神奈川地方協力本部、
(
)
２
(５ 第
) 三管 区海上 保安部 、 ２
(６ )
横浜市消防団です。我が神奈川県安全
赤十字奉仕団は、７番のブースの日本
赤十字社神奈川県支部で心肺蘇生法
とＡＥＤのデモを実施しました。
支部のブースは、神奈川県救護赤十
字奉仕団も一緒で、救護奉は子供用赤
十字スタッフ衣装を着ての救急車で
の撮影を実施しておりました。
子供に人気のあるブースは、珍しい
展示車両である米軍日本管区司令部

消防隊の消防車、自衛隊神奈川地方協
力本部のバイクとジープ、横浜市消防
局のはしご車、神奈川県警の震災対策
、日本赤十字社神奈
用活動車 (UNIMOG)
川県支部の救急車などでした。自衛隊
は、撮影された写真がその後ＳＮＳで
拡散して自衛隊のＰＲ効果をねらっ
てか幼児用の衣装まで用意しており、
さすがとしか言いようがありません。
赤十字社の撮影用の衣装も幼児 から
対応できるようにすべきと感じた次
第です。
さて、我々の心肺蘇生とＡＥＤの体
験コーナでは、参加者と見学者を合わ
せて連日二百名近い方が訪れて頂き
ました。
私は初日のみの参加で、日頃クーラ
ーの効いた事務所で生活のせいか、暑
さで座っているだけでも体力が奪わ
れ、熱中症にかからないよう気をつけ
ながらの参加でした。
やはり人を
助ける為に
は日ごろか
ら暑さ寒さ
に強い身体
づくりが必
要で体力維
持に努めな
ければと感
じた１日で
した。

◆夢を叶える

四十代も終わりの頃、職場の仲間
に金時山登山に誘われた。
緑の山々、空の青さ、美味しい空
気、頂上から見る周囲の山々の稜
線、全てが美しく清々しい気分に
なり、それまで学校の役員の関係
から続けていたママさんバレー
を辞めて山歩きをすることにし
た。
山と言っても神奈川近郊の低
山歩き、又はハイキング程度、世
の中、中高年の登山ブームが起き
始めていた時です。
ＮＨＫの趣味の百科で「中高年の
ための登山学」が放送されていた
ので本を買い登山用具を揃え、そ
れなりの登山者になったつもり。

日本百名山の 100 山目登頂 飯豊山

仲間は五人程、その中
で私が一番の年長「五
十才になる前に富士山
に登りたい！！」と希
望を出し私の山登りが
始まった。
初めての山小屋、今で
はとても考えられない
ひどさ、イワシを串に
差したような状態、両
脇に隣の人の足があ
り、寝返りなど出来な
い。
夕方７時頃から仮眠を
取るように、言われて
もこんな時間に寝たこ
とない！
一睡も出来ないうちに
午前０時、山小屋を出
発、七月の終わりだっ
たので登山者はいっぱ
い、ヘッドランプをつ
けてアリの行列の様、
前の人の足が上がった

飯豊山の麓で咲くニッコウキスゲ

ら自分の足を置く、八号目、九号目辺
りまで行くと、通路脇に高山病？と思
われる人が座り込んで居る。
睡眠不足でフラフラになりながらも天
空を仰ぐと星が手に届きそうな高さに
ある。
何とこの素晴らしさ、寒さに震えなが
ら頂上でご来光を待ち皆で万歳、日本
一の山に登れたと自信をつけた。
それから二十年山歩きを始めた頃、私
達のグループではとても無理と諦めて
いた「日本百名山」六十山を過ぎた頃
から、もしかしたら登れるかもと、欲
が出て頑張り始めたが、年齢を重ねて、
体力は衰える一方、奥深い山や、ちょ
っと危険な山ばかり残ってしまい、大
変だったが何とか目標を達成できた。
素晴らしいリーダー、素敵な山仲間、
理解のある家族や職場の皆さん、大勢
の人達の支えがあったからこそ、夢を
叶える事が出来たと思っている。
「百の頂に百の喜びあり」と書いたの
は深田久弥さ
んだが、私が
山に登って得
た物は、「百の
頂に百の感謝
あり」です。
これからも健
康に注意し
て、季節の花
を愛でながら
のんびりと楽
しく山歩きを
したい。
スイスのブライトホルン 4164m 登頂前

企画部だより

年に数回皆様に活動アンケートをお送りする際、かなり先の日程までのご回答をお願いすることが
多々あります。しかしながら先の予定がまだご不明の方も多いと思われます。
そこで、今後返信はがきの回答欄の記載方法を以下の通りにさせていただきます。
・記載方法
「○」 活動に参加。不参加になるなど変更等があれば担当者へ連絡。
「×」 活動に不参加。変更等があれば、担当者に連絡。
「△」 回答時に不明・予定が未定。予定が決まり次第、個別に設定した活動回答期限までに
○か×かを担当者に連絡する。
・説明
アンケート回答時に先の予定が不明・未定の方は、
「△」や「無記入」等を返信はがきに記入し
ているケースが多々見受けられました。
今回、各事業の回答期限を設定し、返信はがきでの回答時に不明・予定が未定の場合は「△」
を記入していただき、予定がはっきりした後、各活動に個別に設定した回答期限までに皆様か
らご連絡していただくようにいたしました。
このような事で、参加して頂ける団員が増える事を期待しています。
団員皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。

・救急法競技会の集計時に安全奉で全身包帯を披露することになりました。詳しい事はこれから決
まりますが、まずは 10 月 25 日の勉強会で、全身包帯を行う予定です。
お時間の都合がつく方は是非ご参加ください。
企画部：村野、吉原

義援金について

近年、様々な災害が頻発してい

ますが、今年もネパールの大地震

や茨城県、宮城県の豪雨による災

害がありました。

安全奉仕団においては微力なが

ら被災者への支援を行いたいと思

います。

つきましては、義援金を拠出し

ていただける団員の方は、１１月

３０日までに団役員に直接渡す

か、団費納入口座に振り込みをお

願いします。納入手数料は各自負

担ください。また、納入口座が不
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安全赤十字奉仕団

明の団員は団役員に連絡してくだ

さい。

編集後記

今後、イベント等に参加された方

に原稿をお願いする事があると思

いますが、是非ご協力を宜しくお
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願い致します。
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