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１１月９日 （日） 秋雨のシトシトと降
るなか、平成２６年度５００人委員東
播磨ＯＢ会会員交流会が「グリーン
エコー笠形」にて開催されました。
各ブロック（明石７名、加古川７名、高砂
５名、稲美２名、播磨２名、事務局１名） から
２４名の参加を いただきました。
タイミング良く、ドーム内で地場振
興の野菜やつきたて餅の即売会
が行われており、和やかな雰囲気
でした。
その流れで本日のメインである
「自己紹介やブロックの取り組み
課題」などについての発表が行わ
れました。さすがにブロックから積極的に参加されておられる方々だけに、活動内容
を話されると各人が時間オーバーでなかなかの盛況振り！地域でのご活躍に感嘆
敬意を表します。東播磨ＯＢ会の今後増々の成果拡大が目に見える様な素晴らしい
交流会でした。
恒吉 五男 （加古川ブロック ８期生）
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兵庫県民会館の会場で受付を済ませ、中へ入る。
カラフルなジャンパーが目につく１０県民局のＯＢ会
員たち。久しぶりの挨拶が飛び交うなか、席に着く。
「地域活動をより充実させるためのヒケツ」と題し
た講演会では、会場の雰囲気、関心の度合いを見な
がら話を進める柏木講師に納得。
昼食を挟んで相互交流会。浅見講師の余裕を持っ
た進行に心が和み、他県民局ＯＢ委員と地域の特色
ある活動に話が弾む。今回は「井戸端会議式意見交
換会」に多くの時間を割いたとのこと。
楽しい一時であった。また会いましょう。

片山 秀昭 （高砂ブロック ５期生）
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【平成２６年度 ブロック活動のイチオシ行事】

私たちに何が出来るか…「緊急時に大切な命を守る、手助け」
稲美ブロック「第１０回公開セミナー」より 白水 義男 （稲美ブロック １１期生）

稲美ブロックでは、「継続」して行なえる活動を続けて
きており、「ふれあいグラウンドゴルフ」８０名、「サマー
子ども将棋教室」３８名の参加者で実施した。
公開セミナーでは、加古川市消防本部から２名の教官
が熱心に指導、２３名が貴重な「体験実習」等、勉強させ
ていただいた。 なお、参考に「緊急時」の救急車到着
までの主な行動ポイントをまとめました。
①
②
③
④
⑤

「反応」を確認する… 呼吸している場合、横向きにしてあげ、嘔吐・吐血への対処をする。
「反応」を確認する… 呼吸がない場合、１０分以内の救急処置が重要(救急車到着には約８分かかる)。
大声で「応援者」を呼ぶ… １１９番通報とＡＥＤの手配を指示。人工呼吸動作に入る。
気道を確保し「人工呼吸」を行なう… 胸骨圧迫３０回(１００回／分の速さで)、人工呼吸２回を繰り返す。
それでも「蘇生」しなければＡＥＤを使用… 心肺蘇生とＡＥＤ処置を。救急車が到着するまで繰り返す。

わかば学園との交流会

（地域交流事業）
浅田 久子（加古川ブロック ３期）

１０月１８日（土）に、尾上町にある福
祉施設「わかば学園」の皆さん４０名
と現役の方もご一緒に、交流会をＯＡ
Ａはりまハイツの屋外で、６０名余り
の参加で実施しました。 内容は、
①遊びを交えた合唱 ②園生も登場する紙芝居 ③「ゲームで遊ぼう」（輪投げな
ど） ④「おいしく食べよう」アマゴのつかみどりとバーベキューでした。普段経験の
できないアマゴのつかみどりでは、とても盛り上がりました。園生がゲームや紙芝
居に挑戦する前向きな姿に、私たちはハンデのある方が働き暮らしていけるような
地域づくりのために応援していきたいと思います。

「二人で腕を組んでおちょこで乾杯 !!」 ギネス世界記録に挑戦！
髙橋 賢吉 （高砂ブロック ７期生）

１１月２２日(土)いい夫婦の日に高砂市向島
多目的球場において、公式認定員立ち合
いの「二人で腕を組んでおちょこで乾杯!!」
ギネス世界記録に挑戦！を行いました。
結果は 350 組 700 人の参加者で認定者
数は 348 組 696 人に留まり、433 組 866
人の記録に及ばず、ギネス世界記録に認定されませんでした。 しかし、多能多才
なメンバー、多くのボランティアスタッフ、また参加者の皆様のご協力で無謀な企
画からチャレンジ企画へと変えていただき、心より感謝しています。
※２月１日(日)9:00～11:30 に「高砂再発見ウォーク IN 伊保」実施します。皆さんのご参加をお願いします。
お申し込みのご連絡は、℡０９０－４９０４－４８１２ 髙橋まで。

２

お知らせ／ＯＢ会では一緒に活動いただける会員を募集しています。皆さんのご加入をお待ちしています。 （東播磨青少年本部まで）

【レポート】

縁結び交流会 in 明石
島 久子 （明石ブロック ９期生）

明石ブロックでは“素敵な出会いがあれば！”
一人でも多くの方の笑顔が見たいと「出会いサ
ポート」活動として、４５歳までの独身男女が集う、
手作りの縁結び交流会♡あったかイベント♡を
開催します。ご応募お待ちしています。
♡
♡
♡
♡
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時：平成 27 年 2 月 11 日水曜日(祝日) 10:00 受付、10:30～15:30
場：明石らぽす５階 明石市民ホール
象：45 歳までの男女（未婚者）各 30 名（県内在住・通勤の方も可）
切：平成 27 年 2 月 2 日(月曜日)
※応募多数の場合抽選。結果は郵送でお知らせします。

［申込み‣問合せ先］東播磨出会いサポートセンター (木‣金‣土‣日曜日の 9:00～17:00)

☎ 078-923-9337 Fax 078-920-9338
≪前回の活動報告≫ みんなで楽しく話し合って、ランチタイム、フリートーク等の、ひと時をすごし
ました。参加者は男女２８名、マッチング数は７組でした。

地元の播磨南高校生へ「認知症サポーター養成講座」の開催！
中尾 悦子 （播磨ブロック ８期生）

県立播磨南高校の生徒を対象に、
総合学習（選択科目）枠と課外授業
枠で合計３回養成講座を行いました。
認知症の方と身近に接することが
少なく、少し難しかったかもしれませ
んが、ロールプレイ（右写真）で対応の
仕方を楽しく学んでもらいました。
「同居の高齢者が何度も同じことを
聞くので面倒だったが“もの忘れ”が
あるからだとわかり、これからは優しくしてあげようと思った」という感想も聞きました。
今後も高校生たちと一緒に考えていく機会を持ちたいと思います。

加古川市 １３期生 久保 寛
障害者とその施設について理解する上で、今回のＯＢ会の計画は非
常に有意義だと思い参加しました。当日は、準備から運営までＯＢ会の
大きな「力」に感動し、この大きな「力」が広く影響していく事を確信し
ました。特に、わかば学園生の皆様にとっては、今後の自立と共生に向
けて役立つ事を願っています。現役として参加できた事に感謝します。

加古川市 １３期生 飛永 勝也
１１月１日（土）大中遺跡祭りで開催された「針金トンボづくり」に参加し
た。大人も子どもも、指導者の助けを受けながらの完成に大満足して
いた。指導者の教え方を見ながら、午後には私のような新米も子ども
達へ指導できて嬉しかった。子ども達には今回のように挑戦する積極
性を期待したい。指導者やＯＢ会員の皆さんに感謝です。
３

【お知らせ＆コラム】

■青少年本部の賞★受賞予定者のよろこびの声…■
佐藤 亘男（加古川ブロック １１期生）
先ず、
“なの花”の皆さんにお礼を申したい。また我々を受け
入れて頂いた子育てプラザの方々、ここに来られる子どもたち
とご家族のお蔭と思います。私は、ここでの行事で育てていた
だいたと思っています。
「次回待っていますよ！」と言われる
一言が自信になり、私のその後の活動の源になっています。

渡邊 紀子（高砂ブロック ９期生）
この度は平成２６年度東播磨青少年本部の賞をいただき、誠にありがとうご
ざいます。これからの日本を担っていく青少年の方々のお役に少しでも立てれ
ば，非常にうれしいことでございます。東播磨は風土的に良い環境にあり、こ
の地で末永く若い方々の育成に関わる活動が出来るよう努めて参りたく思って
おります。この度は本当にありがとうございました。

★★★★★★★ ＮＥＷＳ！！！（東播磨青少年本部からのお知らせ） ★★★★★★★
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』を開催します！
スマートフォンが青少年に急速に普及する中、青少年のインターネット利用環境は
大きく変化し、新たなコミュニケーションツールであるＬＩＮＥやフェイスブック等
を通して青少年が犯罪に巻き込まれる事例が発生しています。
青少年が安全に安心してインターネットを利用できるよう、青少年健全育成セミナーを実施します。
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日 時：平成２７年１月１８日（日）１３：３０～１５：３０
場 所：兵庫県加古川総合庁舎１階 東播磨生活創造センター「たぱす」
テーマ：
「インターネットの危険から子どもを守る」
講 師：本田 英理 氏（兵庫県警察本部サイバー犯罪対策課員）

人生に悩んだら「日本史」に聞こう

～幸せの種は歴史の中にある～

この本は色んな時代に生きた歴史上の人物が、その時々で何を考え生きてきた
のか、歴史の教科書では学べない日本人の先人たちの感動的なスピリット（精神）を
知ってほしい、思い出してほしい、そんな願いで書かれたとのことです。
日本人の「夢」を叶える生き方、「粋」な生き方、人生の「楽しみ方」、「愛」される
理由、「絆」の紡ぎ方、日本人の「美しさ」と私たち日本人が幸せに生きるためのヒント
となるさまざまなエピソードを集められ、又、ご先祖様たちの知恵と勇気とカッコよさ、
海外から見た日本の視点にも立っており正しい日本史が学べる貴重な一冊です。
是非手に取り子どもと共に正しい日本史を学んで下さい。
著者：ひすい こたろう＆白駒妃登美 出版社：祥伝社 販売価格：本体 1,300 円+税
【編集後記】
戦後最大の火山災害となった御嶽山の噴火は、
自然を満喫する喜びを恐怖へと変えました。日本
は世界有数の火山国であり、巨大噴火にならない
ことを願うばかりです。平成２６年が終わろうと
しています。
第７０号は各ブロックの「一押し行事」を紹介
しました。東播磨 OB 会活動に参加して、多くの人
たちと出会い、交流することで横の連携を図って
いきたいですね！

４

広報部長 小林 俊之（播磨ブロック ７期生）

こころ豊かな人づくり
５００人委員 東播磨ＯＢ会
〒６７５－８５６６
加古川市加古川町寺家町天神木９７－１
東播磨県民局地域振興室内
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