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春季クリーン大作戦に４４名参加！！

春季クリーン大作戦が５月２０日の
早朝に実施されました。今年度新たに
始めた事業であり、前夜遅くまでの雨
ということもあり集まりが心配されま
したが、体協理事をはじめ各クラブ員
の参加が多数あり、朝のひと時をボラ
ンティア活動に爽やかな汗を流しまし
た。特にゲートボールクラブの皆様に
は多数参加いただきました。大変あり
がとうございました。

町内のメイン道路に沿って、空き缶
やタバコの吸い殻、木屑等を拾い集め

たり、歩道と車道間の草や砂と砂利を取り
除く、早朝６時からの約１時間の作業とな
りました。お陰様で、道路周辺がとても綺
麗になりました。特に十日町中学校と東小
学校をつなぐ道路は歩道と車道の間に草と
砂や砂利が沢山ありましたが、取り除いて

。いただき見違えるように綺麗になりました
参加いただき

ご活躍いただき
ました皆様本当
にありがとうご
ざいました。秋
にもう一度計画
しています。ま
た是非ご協力下
さい。都合で今
回参加できなか
った方も今度は
是非ご協力お願
いいたします。
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「救急法講習会」会場に熱気みなぎる

日赤講師の佐藤敏夫氏にお願いして、救急法講習会が
６月１０日に実施されました。あいにくの雨に出足をく
じかれ参加者は１０名と少ない行事となってしまいまし
た。しかし、それがかえって幸いし参加者全員が実際に
人工呼吸や心臓マッサージを充分に体験でき、有意義な
講習会となりました。
「気道を確保する」だけでも命が救えることや、そのや
り方を学んだことだけでも大変意義がありました。さら
に、人工呼吸や心臓マッサージのやり方を学び、それを

、 。実際に体験し やり方のコツについても少し学びました
講習は緊張の中にも終始、和やかな雰

囲気で進められました。予定の２時間は
アッという間に過ぎ、時間を２０分ほど
延長して午後４時少し前に終了しまし
た。参加者には、大変好評で「今度は是
非夫婦で参加したい 「年内にもう一度。」
やってほしい 」等々意見が寄せられま。
した。

今度は参
加人数を限
定して、ま
たすぐにで
も第２回目
を計画したいと思っています。今度は是非ご夫婦揃って
ご参加下さい 今回参加できなかった方も是非参加して。

。 、体験して技術を身につけてください 今回参加してみて
技術を身につけるためには繰り返し講習を受ける必要性
を強く感じました。

『 』大久保善雄十日町市駅伝部監督勇退記念式典
盛大に開催される！！

体協会長の大久保善雄十日町市駅伝部監督の勇退記
念式典が６月８日にホテル丸栄で盛大に開催されまし
た。大久保会長の駅伝人生は４５年に及び、その間、
監督として６回の優勝を成し遂げる等、無名だった十
日町を３強の一角に常に名を連ねる駅伝王国に育て上
げました。

当日は、ライバルの若槻徹前新潟市監督、竹内富雄
、 、 、長岡市監督をはじめ 市内の陸協関係者 駅伝関係者

教え子ら約１００名が参加して戦歴を振り返り功績を
讃えました。新座体協からも副会長や理事長を含め
１２名が参加して、お祝いしました。
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平成１３年度新座体育協会役員名簿

会 長 大久保善雄（１区） ５７－８６３８ マラソン
副会長 宮沢 文夫（４区） ５７－８９２４ ソフトボール

大久保 強（１区） ５２－３０６０ 振興会・テニス
庭野 戦治（７－２） ５７－４３７７ ７丁目町会長
石澤 久信（三和町） ５７－９１９６ 町会長
村山 太一（２区） ５７－２３３７ 卓 球

理事長 中島 昭夫（３区） ５２－３３２６ 野 球
副理事長 根津 貞夫（１区） ５７－６７１０ ソフトテニス

越井 範行（３区） ５７－４８９１
大島 直哉（７－１） ５７－１５５１ 野 球

事務局 若月 新作（７－２） ５７－６２３３ マラソン
（会計）桑原 征蔵（１区） ５２－３６３６ マラソン
（広報）滝沢 正晴（７－２） ５７－９２７０ マラソン

駒形 弘之（三和町） ５２－４５３２
監 事 田村 六助（７－１） ５７－１０３９ マラソン

高橋 忠良（１区） ５７－３０１６ テニス

理 事 新座野球 ○越村 一夫（３区） ５７－４７０８
庭野 昭夫（４区） ５７－５５４２
大島 進（２区） ５２－３２４６

７丁目野球 ○星名 富夫（７－１） ５２－７５３７
ソフトボール ○樋熊 宏平（１区） ５７－２８３３
ソフトテニス ○佐藤 勝（１区） ５７－３０５４
マラソン ○大島 幸作（７－１） ５７－３９８８
バトミントン ○越村 靖（２区） ５７－５９６１
卓 球 ○中島 茂（２区） ５２－３４２８
少年野球 ○越村 靖（２区） ５７－５９６１

星名 諭（４区） ５７－８９６１
ゲートボール ○越村 新次（３区） ５７－４８８８
七和クラブ ○大津 昭作（７－２） ５７－９３５５
体 操 ○保坂 征夫（２区） ５７－３８７８
バレーボール ○保坂 洋一（４区） ５７－１３２２

大島 一夫（４区） ５７－０１７７
ソフトバレーボール ○高橋 藤子（４区）５２－２００４
大好きソフトバレー ○永井 京子（４区）５２－５１４９

１ 区 ◎古瀬 明 ５２－５８１２
阿部 伸一 ５７－２８３４

２ 区 ◎越村 靖 ５７－５９６１
福原 隆一 ５２－３２４８

３ 区 ◎中島 昭一 ５７－３４７４
越村 隆一 ５２－２８８１

４区１ ◎桑原 英樹 ５７－９９０９
重野 幸平 ５７－１３０７

４区２ ◎保坂 喜作 ５７－１３０２
羽鳥 有一 ５７－８１６８

７－１ ◎池田 正仁 ５２－２５２７
岡田 光男 ５７－５９４３

７－２ ◎高橋 澄夫 ５７－８６１４
越村 泰二 ５７－９０７８

三和町 ◎富井 隆之 ５２－２９９３
中林 健明 ５２－５６３４

顧 問 大久保六郎（３区） ５７－３４２０
庭野 政義（７－１） ５７－１６６３
高橋 照雄（１区） ５７－２３１２ ※ ◎印各区代表理事

○印各クラブ代表理事
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救急車がくるまで（救命救急法）

１ 全身観察 大出血や手足の変形は無いか、顔色、皮膚の色、皮
膚の温度はどうか、手足は動くかなど観察する。

２ 意識の確認 軽く３回くらい肩をたたき呼びかける。
体を揺り動かさない。安静に努める。
近くにいる人の協力を求める。
意識がない場合、気道の確保をする。

３ 気道の確保 両肘をついて片手を傷病者の額に、他方の手を下顎
の先にあて、下顎を押し上げるようにして頭を後方
に傾ける。
気道の確保だけで呼吸が戻ることもある

意識がなく呼吸のある時は
吐いた物が喉に詰まらないよ
うに横向きの姿勢を取らせて、
気道の確保をする。
保温のため全身を毛布で包む。

４ 呼吸の確認 気道を確保したまま、自分の頬と耳を傷病者の口
に近づけて、呼気を感じたり、胸の動きを見たり、
触れたりして調べる。確認は５秒くらい。
呼吸が止まっていたら、直ちに人工呼吸開始。

５ 人工呼吸開始 人工呼吸 （吹き込み 秒～２秒 ）1.5
①気道を確保したまま、額を押さえている手の親指

と人差し指で傷病者の鼻をつまむ。
②自分の口を大きく開けて、傷病者の口のまわりに

かぶせ傷病者の胸が軽く膨らむまで息を吹き込む。
③口を離して自然に呼気させる。最初は静かに大き

く２回吹き込む。その後は５秒に１回のリズムで
繰り返す。

吹き込んでも空気が入りにくい時は気道の確保をし
直す。それでも入りにくい時は喉の異物の確認をする。

６ 脈拍の確認 喉のわきのくぼみのいところ（頸動脈）へ、人差し
指と中指の先を軽くあてて調べる。
足側の手で肘をついて、１０秒以内で。
脈がなければ、人工呼吸に加えて、心臓マッサージ
を行う。

７ 心臓マッサージ開始
胸骨上の圧迫点に両手のひらを重ねて置き、上半身
の体重を利用して胸骨を垂直に３～５ 、cm

cm幼児は片手で、手掌基部で２～３
cm乳児は指１～２本で１～２

１分間に ～ 回リズムで押し下げる。80 100
正確な位置に、正しい圧力、正しい方法で垂直に行
わないと骨折する。
人工呼吸（２回吹き込み）と心臓マッサージ（ 回15
圧迫）を繰り返して行う。
心臓マッサージ開始から１分後（４回繰り返し後）に
必ず脈拍の確認をする。以降は数分ごとに１回行う。
５秒以内で。
救急車が到着するまで繰り返し続ける。
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