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川崎大師ロータリークラブ週報
例会場：大本山川崎大師平間寺信徒会館
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第１８７０回（本年度 第５回） 例会 平成２３年 ８月３日
●司会

白石 浩司
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●点鐘

増田

●斉唱

「君が代」
「奉仕の理想」

・船山 昭三

会員

♪ソングリーダー 石川 庸

・鈴木 幹久

会員

昌美 会長

・須山 文夫

会員

増田 昌美 会長

・野沢 隆幸

会員

神奈川県横浜赤十字血液センター

石井 浩貴 様

・増田 昌美

会員

保屋野 千春 様

・船木 幸雄

会員

茂次 親睦委員長

会長報告

岩井

川崎ＲＣ

小口 和久 様

８月入会祝・奥様誕生祝・会員誕生祝
岩井

茂次 親睦委員長

入会祝

奥様 由美子

様

会員誕生祝

本日の卓話者紹介

来訪ロータリアンの紹介

－晴－

増田 昌美 会長

１．地区大会の記念チャリティーディナーショーの案内
が各会員宛に封書で届いておりますので出欠を事
務局に連絡ください。
日時：平成２３年１０月４日(火） 午後６時～

・遠藤

悦弘 会員

１９８７年８月０５日

・小泉

敏和 会員

１９９３年８月２５日

・須藤

宏 会員

１９９９年８月１８日

合同例会に参加のお礼状が届いております。

２００１年８月２９日

１１月１２日(土)にはローターアクトの象徴とな

・渡辺冨士夫

会員

奥様誕生祝

場所：横浜ロイヤルパークホテル
２．第２５９０地区ローターアクトクラブより全クラブ

る木の植樹式を本牧山頂公園にて行います。

・岩崎

寛 会員

奥様

真弓 様

・武者

惠吾 会員

奥様

陽子 様
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３．全国ロータリークラブ野球大会 コミッショナーよ
り暑中お見舞いが届いております。
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４．地区より、米山奨学生・学友 下記レクリエーショ
ンの案内が届いております。

野沢 隆幸会員、竹田 正和会員、渡辺 冨士夫会員
水口 衛会員

日時：９月１１日(日)) ７時１５分～
場所：横浜ホテルキャメロットジャパ
５．地区より、第２８回ＲＹＬＡ開催のご案内と受講生
ご推薦のお願いが届いております。
日時：１０月２１日(金)～２３日(日) ２泊３日
場所：宮城県蔵王町及び鶴見大学会館
６．横浜ローターアクトクラブ創立４０周年記念式典の
ご案内が届いております。

会員数 対象者 出席 欠席 出席率
1870 回
60
54
36
18 66.67 ％
1868 回
60
51
36
15 70.59 ％
前々回の修正・ﾒｰｸｱｯﾌﾟ
1 修正出席率72.55 ％
メイクアップ
牛山 裕子会員

日時：９月１８日(日) ２時～

スマイルレポート(ニコニコボックス)

場所：崎陽軒本店

竹中

幹事報告

武者 惠吾 幹事

１．先週は今年度最初の暑気払い移動例会に参加の皆さ

裕彦 副会長

宮山 光男 会員
・２７日の移動例会、横山さん武者さん石川さん白石さ

ま、おつかれ様でした。

ん岩井さん水口さんありがとうございました。

親睦委員長ならびに親睦委員会の皆さま、楽しい企

野沢 隆幸 会員

画を有り難うございました。

・暑さがまた戻ってきました。この暑さを乗り切ってゆ

２．先ほど、公文国際学園で開催されています第８回イ
ンターアクトクラブ

サマーミーティングに増田

きましょう。
寺尾 巌 会員

会長、須山会員、そして私で参加してきました。

・熱中症に気をつけてください。本日は所用にて早退さ

当クラブでは、県立川崎大師高校を提唱しておりま

せていただきます。

す。

船山 昭三 会員

３．本日は例会終了後、１時４５分より第２回理事会を

・誕生日ありがとうございます。本日は所用で失礼をい

開催しますので、出席義務者の方は地下１階会議室

たします。

にお集まりください。

水口 衛 会員

４．お手元においてあるお煎餅は、先日事務局に元会員

・市民大会（草野球）に参加された皆様、お疲れ様でし

の中山周二さんがお寄りいただいた際に皆さんで

た。

食べてくださいということで頂いたものです。

増田 昌美 会員
・日赤石井様、卓話よろしくお願いします。

出席報告

船木

幸雄 出席委員長

会員数 対象者 出席 欠席 出席率
1869 回
60
52
28
24 53.85 ％
1867 回
66
49
33
26 67.35 ％
前々回の修正・ﾒｰｸｱｯﾌﾟ
4 修正出席率75.51 ％

・先週の暑気払移動例会に参加の皆様、ありがとうござ
いました。
竹中 裕彦 副会長
① 草野球同好会のみなさん、日曜日は早朝からお疲れ
様でした。残念でした。
② 石井様、卓話よろしくお願い申し上げます。
矢野 清久 会員

メイクアップ
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･野球部の皆様、先日は親子にて大変お世話になりあり

した。長い歴史がある国際親善を担う奨学金制度です。

がとうございました。

昨年度奨学生が 800 人で寄付収入が 13 億円でした。実

本日のニコニコのテーマ

際に必要な費用が 1４億５千万円ということで 1 億５千

「石井さん、本日は卓話宜しくお願いします」
♪伊藤佳子♪武者惠吾♪石渡勝朗♪牛山裕子♪中村眞
治♪大藪善一♪鈴木昇二♪細谷重徳♪谷澤幹男

万円足りない訳ですが、特別積立てを崩して不足分を充
当しています。寄付が集まらないと崩壊してします。寄
付のご協力をお願いします。また委員長会議で学友の卓
話がありました。

♪鈴木節夫♪船木幸雄♪
各会員

合計￥4１,000

委員会報告
１、雑誌広報委員会

小林 勇次 委員長

ロータリーの友を呼んでください。横組みの 33p に
RC の基本知識が載っています。今月は会員増強拡大月

卓話者紹介

横山 俊夫 会員

大師 RC は献血活動を永年にわたり取組んでいます。活
動の結果どのように献血して頂いた血液が流れている
のかをお話いただきたいと思います。

間です。横組みの 5p に様々な記載があります。縦組み
10p に「卓輪の泉」に川崎 RC の方の卓話が掲載されて
います。GSE についても記載があるのでご一読下さい。
２、草野球同好会

卓話「血液について」
神奈川県横浜赤十字センター

中村 眞治 会員

渉外課

３１日日曜日早朝から 15 名で参加。僅差で１－７で

主事

石井 浩貴

様

敗れました。谷沢さん沼田さん矢野さんが活躍してくれ

こんにちは例会出席 2 回目です。4 月には楽大師の献血

ました。事務局の竹下さんにも応援して頂きました。

でお世話になりありがとうございました。

３、新親睦委員会

岩井 茂次 委員長

暑気払い移動例会多くのご参加ありがとうございま

昨年度は全国で４番目の献血者数でした。人口比率から

した。 8 月 10 日（水）18:30～20:30 二水会を行な

みますと４４番目。神奈川県は 3.5％でした。以前は最

います。是非ご参加下さい。

下位でした。

４、ローターアクト委員会

牛山 裕子 委員長

先週の RAC 例会の多くの会員の皆様にメイクアップ
していただきありがとうございます。現在川崎大師

今年度の必要数は 1 台当たり最低でも 47 名の献血者が
必要になります。

RAC は２名のメンバーが頑張っています。一時期は１

受付人数ですとプラス 15 名くらいが必要になります。

０名近くのメンバーになりましたが、二人では寂しいの

献血バスでのご協力を頂いておりますが、献血の場所は

で是非。お知り合い、事業所の方で 18～30 歳の方がい

そのほかに、献血ルームや献血センター、また団体献血

らっしゃいましたらご紹介をお願いします。また RAC
の例会へのメイクアップをお願いします。例会は毎週第

があります。企業内で必要なスペースを確保して頂いて

2、第 4 水曜日午後 8 時から会場は事務局です。8 月 10

必要な資材を運んで行ないます。ちなみにバスの中には

日は第一回クラブ協議会です。年間予定を中村会長から

４ベットあります。

報告します。8 月 24 日は地区 RAC 代表の公式訪問です。

献血は職員の受付けの後、問診を行い、次に医師の問診

9 月 14 日は米山奨学生に卓話をお願いしています。
また今年度ロータリアンの皆さんに卓話をお願いした

を行ないます。その後血圧の検査を行います。血液の濃

いという事ですのでいつ頼まれても大丈夫なようにご

度検査などを行い献血を行ないます。（資料 13p・14p

準備をお願いします。

参照）

５、クラブ米山奨学事業委員会

牛山

裕子 委員長

7 月 28 日にクラブ米山奨学委員長会議がありました。
15 年間全国一の寄付を集めているというお話がありま
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4 月 1 日から男性に限り 17 歳から献血が可能になりま
した。また上限は条件付で 69 歳まで行なう事ができる
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ようになりました。

赤十字の収益事業は献血された血液を販売すること

献血のバスやテントなどを見た方が献血の意味を知ら

だと思いますが。献血者が減ると減収になります。需要

ない、新聞調査では３割の方が献血の意味を知らないと

と供給のバランスが崩れると、血液の単価が変わること

いう結果が出ています。

があるのですか？

啓蒙活動をしていかなければいけないことを感じてい

回答（石井様）厚生省が定めているので詳しくはわかり

ます。

ませんが変わらないと思います。

以前は問診項目が 11 項目程度でした。様々な理由から

質問（石川会員）東北大震災以来、義捐金が日赤さんに

現在は 23 項目あります。安全な血液を届けるためにや

集まっていると思うのですが、日赤さんでは決まってい

む得ないことだと思います。

るのですか？

血液製剤の種類ですが、献血した全ての成分が入ってい
るものを、全血製剤といいます。その他、手術の中身に

回答（石井様）各自治体から要望が上がってきていない

よって必要な成分が異なります。遠心分離機などで必要

のが実情です。

な製剤を作ります。

質問（竹中会員）以前に輸血をした事があり、問診表に

また献血をしていただいた方には感謝をこめて検査成

記入すると献血が断られる事が多くなってきたのです

績をお知らせしています。ご自身の健康管理にも役に立

が、過去に輸血をしていると今後ずっと献血できないの

つものです。

ですか？

血液型というのはたくさんの種類に分かれています。Ａ

回答（石井様）法改正があり輸血経験者の血液はほんの

型、Ｂ型という風に表現しますが、それぞれの反応が強

少しだけリスクがあるという事があり。お断りしていま

いという意味です。

す。

何万人、何千人に一人という血液型もあります。日本全
国でそれぞれの患者さんに適合した血液を集めて対応

卓話の御礼

増田 昌美 会長

しています。

今日のお話で献血について神奈川県の事情がよくわ

また健康な方の血液でなければ、輸血される側の病状の

かりました。今後も協力させて頂きたいと思います。

影響を与える場合がありますので、私たちで扱う血液は

ありがとうございました。

検査をして安全な血液を扱っています。
肝臓の病気は自覚症状が無い場合が多いので気をつけ
ましょう
川崎ルフロンの献血ルームが新しくオープンします。
今後とも献血についてのご理解をお願いします。

次回例会
８月 17 日（水）休会
8 月 24 日（水）卓話

御清聴ありがとうごいざいます。

野球解説者 元大洋ホエールズ投手 遠藤一彦様

質問（横山会員）

：クラブ会報委員会：
岩崎寛／川又竜志郎／久保博和／沼田直輝
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