2011〜2012年度 国際ロータリーのテーマ

ＩＤＭ  第３班報告

赤井

雅哉 班長

〔１１月２日
（水）
１８
：
３０〜 於 銀杏 １1名出席〕

礼

谷口

文利 情報・規定委員長

今期の第１回Ｉ．
Ｄ．Ｍ．について各班長さんに発表して頂きました。
山東さん、島さん、赤井さん、御協力大変うれしく感謝致して居ります。

ありがとうございました

松田 洪毅さん 岸裏さんにありがたい飴おいしく頂きました。何か良い事がありそうです。感謝！
中山 恒夫さん 家内の誕生日にきれいなお花をお届けいただき、ありがとうございました。
田原 久一さん 吉田様本日よろしくお願いします。
瀧川 嘉彦さん 吉田様卓話よろしくお願いいたします。
上中 崇司さん 赤井さん、迷惑かけてすみませんでした。
阪神タイガース応援団一同
週報No１９のニコニコ箱の記載で “島公造さん 島公造さんのロータリーの為の心意気に感謝します。” とありますが、
ニコニコを頂いたのは“松田洪毅さん”でした。大変失礼しました。お詫びして訂正致します。
本日の累計 18,335円
（計5名

6件）
〔お誕生日お祝い

本日の例会

198,000円

皆出席表彰

●年次総会「次々期会長、次期副会長、次期理事選出」
成蔵さん １２月１４日
洪毅さん １２月１９日

●ピアノ演奏
中井
スペインの雨（ＦＲＥＤＥＲＩＣ ＬＯＥＷＥ）
踊りあかして
（ＦＲＥＤＥＲＩＣ ＬＯＥＷＥ）
次回の例会

20,000円

その他

637,754円

累計額

12月1日（木） 前回の例会

●お誕生日お祝い
角谷 芳伸さん １２月１２日 前田
乾
敦雄さん １２月１６日 松田
山野 武彦さん １２月２６日

855,754円〕

11月24日（木）

●卓話「輸血の今と昔」
和歌山県赤十字血液センター
献血推進課長
●ロータリーソング
「いざ友よ」

黒田

吉田

2011年12月1日
（木）週報 / VOL.53 No.20（通巻2520）
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和歌山東ロータリークラブ URL
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会長報告

田原

純一 ソング委員長

利枝さん

皆様、こんにちは。会長報告をさせて頂きます。
１１月１８日〜１９日にかけて、松本空港ロータリークラブ、創立２５周年記念式典に、幹事瀧川君
と参加してきました。朝８時に瀧川君の車で家を出まして、松本には３時に着きました。松本東
急インを予約しておりましたので、休憩をし５時に、迎えをして頂き、式場に向かいました。丁
度、松本空港ロータリークラブと姉妹クラブである、名古屋空港ロータリークラブの２名の方と
一緒でした。「ザ・ブライトガーデン」という会場でありまして、ここは例会場でも使っているそうです。
松本空港ロータリークラブの会員は約６０名で今年の会長さんは佐藤文子さんという女性が会長さんでした。
幹事は丸山裕一さん、そして内畑会員が会長の時、我がクラブと調印をして頂いた、南 榮作さんとも名刺交換
をしてきました。
皆さんと楽しい時間を過ごしました。また、来年の２月２４日の来和には沢山の会員が来て頂きます様に、お
願いしてきました。そして、今後の友好クラブ発展にはどうしたらよういかも、考えて行きたいと思います。

後

瀧川

嘉彦 幹事

１１月１８、１９日に会長とともに松本空港RCの２５周年式典に出席してきました。
式典は盛大に行われ我々にも丁寧なおもてなしをしていただきました。
６０名近いメンバーがおり、クラブの雰囲気も和気あいあいとしており非常に参考になりま
した。若いメンバーも増えているようで我々のクラブとも若いメンバー同士の交流も深めて
いきたいと思いました。
地区より２０１４−２０１５年度ガバナーノミニー確定宣言が届いておりますので回覧します。
地区よりガバナーエレクト事務所開設のお知らせが届いておりますので回覧します。
先日もメール及びFAXでお送りしましたがロータリー財団東日本震災復興基金寄付というタイトルのメール
が届いているようでサプリメントの購入で寄付をするという内容ですがロータリー日本事務局でもこの件に関
しては確認できていませんのでサプリメントの購入等はしないようにお願いします。

委員会報告     親睦委員会

赤井

雅哉 委員長

１２月１７日（土）午後６時３０分よりダイワロイネットホテルにてクリスマス家族会を開催します
ので、出来るだけ多くの会員、家族、お子様、孫様のご出席よろしくお願いします。イベントも
ご家族が喜んで頂けるものに合わせたものを企画しております。

～社会奉仕事業～

社会奉仕委員会・新世代委員会

「こばと学園」餅つき会の連絡

１２月１０日（土）ＡＭ１０：００～１１：３０ 於同学園

師走を迎えて、大変お忙しい時期でありますが、恒例の餅つき会がこばとの児童と近隣の子どもを交えて
御適われます。会員皆様の御参加を賜り、慰労をして頂ければ幸いです。〈小雨決行〉

12月8日（木）

会報・広報委員会 角谷 芳伸

久一 会長

肇さん

メイキャップ状況（敬称略）
●卓話
TEL（073）424-9392
例会日
国際ロ
ー「和歌山憲法研究会の活動について」
タリー第2640地区 例会場／ルミエール華月殿 和歌山市屋形町2-10
１１月２４日
（木） 和歌山城南Ｒ．
Ｃ． 木曜日 12時30分
和歌山憲法研究会
会長 和歌山市三番丁6関西電電ビル5
紀 俊崇さん
事務局／〒640-8142
Ｆ TEL（073）
432-4343・FAX（073）
432-4845
和歌山東ロータリーク
ラブ
角谷芳伸 黒田純一 松田弘治 山野武彦 吉田篤生
創立／1959年2月23日

良き家族の絆が、良きクラブを作る

幹事報告

ニコニコ箱

お詫び

2011〜2012年度 和歌山東ロータリーのテーマ

亮

松田 弘治

笹島 良雄

谷口 文利

出席報告

会員数 ４４名（内出席規定適用免除会員１２名）黒田

１１月２４日
（本 日） ３２名

８６．
５％

１１月１０日
（メーキャップ後）

純一 出席委員長
３２名

８８．
９％

皆さん、出席してください。

１・真実かどうか ２・みんなに公平か ３・好意と友情を深めるか ４・みんなのためになるかどうか

１・真実かどうか ２・みんなに公平か ３・好意と友情を深めるか ４・みんなのためになるかどうか

良き家族の絆が良きクラブを作る：クラブ方針と親睦活動について話し合う第３班は１１月２日に集まり、仕事
の都合でこちらの班に参加いただいた松田さんを含め１１名の参加で和気藹々に話させていただきました。家族
の絆に関してはすでに皆さん家族第一にされている方ばかりなので、いまさらということも有り、あまりそれに
関しては話はでませんでしたが、親睦を通して良きクラブにするということは、クラブを強化していくこととい
うことで話は少しそれましたが、東ロータリークラブを強化するためにはどうすればいいのかが話の中心になり
ました。結論の出た話では有りませんが、あくまでＩＤＭにおいてでた内容を報告させていただきます。クラブ
強化に関して規模の強化、内容（仲良し、団結力）の強化の２点がありました。会員増強に関しては５０歳代の会
員が欲しい、他のクラブとの合併はないのか、４０代のいわゆる若手には社会貢献に対しての意欲は有るが出席
率や会費の高い安い、なにかメリットはあるのか等今後東ロータリークラブの伝統とは合わない事も出てくるだ
ろうが事前に対処できる力、方法を考えていくことも必要ではないか。親睦団体のロータリークラブをどうすれ
ば内容
（仲良し、団結力）
の強化出来るか、席ももっとバラバラでいつも同じ人同士にならないようにし、人が発
表してるときに私語を余りしない。アドバイスか文句か分かりにくい卓話を減らして、クラブ員同士が席でゆっ
くり話せる時間があってもいいのではないか。決まれば会長のもと、団結、協力して運営する。最後は、会員同
士仲良くやっていきたいで終わりました。

御

こころの中を見つめよう
博愛を広げるために

－２６４０地区便り－

祝 友好クラブ松本空港ロータリークラブ２５周年記念

２０１４〜２０１５年度ガバナーノミニー確定宣言
氏名

辻

職業分類

秀和氏
石材加工

所属クラブ

勤務先 （株）石駒

河内長野Ｒ.Ｃ.

生年月日 １９４８年７月２７日

１９９９年３月１５日、和歌山東ロータリークラブ創立４０周年記念式典の時、松本空港Ｒ.Ｃ. 南会長、当クラブ内

代表取締役

畑会長の間で友好クラブ締結が行われ、以来毎年交互に交流を行い親睦を深めています。記念式典には田原会長
と瀧川幹事が出席されました。先方は会員数が６０名まで増え、若さと明るさを備え素晴らしいクラブに発展さ
れているとの事です。来年春には先方より多くの方が来和されますので歓迎致しましょう。

卓

話

「輸血の今と昔」

和歌山県赤十字血液センター

献血推進課長

吉田

肇さん

の両方が必要ですので是非知っておいてください。しかし、医療機関では必ず輸血を始める前に、
１・真実かどうか ２・みんなに公平か

患者さんの血液と血液センターから届いた血液を試験的に混ぜてみて、ちゃんと混ざるか調べま
す。何故なら、同じ血液型同士でも、稀に混ざらないときがあるのです。
さて、輸血医療はあまり世間の話題になることがありませんが、昔と違う点を幾つかお話したいと思います。

２０１１年１１月１８日（金）

記念式典

ザ・ブライトガーデン

田原会長

南榮作氏
丸山裕一幹事
佐藤文子会長
瀧川幹事

以前、輸血が必要な患者さんが居る病院へ行って献血し、その血液が直ぐ輸血に使われる「枕元輸血」は今で
は行われません。輸血が必要となると、血液センターから医療機関へＢ・Ｃ型肝炎やエイズなどの検査に合格し

会員寄稿

た血液が届けられます。肝炎の検査精度が上がったお蔭で、輸血を受けて肝炎になるケースは殆ど皆無になりま
した。また、献血していただいた血液は丸々輸血するのではなく、患者さんが必要とする成分だけを輸血します。
例えば、出血で貧血を起こしている場合は「赤血球」を輸血します。出血を止める場合は「血小板」を輸血します。
「Ｏ型は誰にでも揚げられて、ＡＢ型は誰からでも貰える」ということについてですが、これは間違いではあり
ません。しかし、今は同じ血液型同士で輸血を行います。ですからＡＢ型の人にはＡＢ型の血液を輸血します。
「輸血を受けるときは血縁者の血液が良い」と言われる方がおられます。これは間違いです。輸血の重篤な副
作用に「ＧＶＨＤ」があります。これは患者さんの身体は入ってきた血液を自分の血液として受け入れるのに対
し、その血液は患者さんの血液を異物と判断して攻撃する副作用です。この悪さをするのは、血液中にある白血
球です。今はこの白血球を放射線でやっつけた血液を医療機関に届けています。
最後に、輸血を受ける人の８５％が５０歳以上の方です。輸血を受ける人が年々増えています。２０２７年には全

ロータリーにおける服装

三毛

理一朗 会員

当然のことですが公式の会合への出席は正装であるべきことが原となっています。民族服で
もその民族としての正装であれば可、背広服なればネクタイ着用の正装、和服の場合は袴着用、
白足袋が正装とされています。女性の場合もそれに準じて良いと思いますが女性に袴はネ…
ａ．例 会 や Ｇ. 公 式 訪 問、 地 区 大 会、 Ｉ.Ｍ.ま た は 地 区 で の 会 合 等 他 ク ラ ブ の 人 々、 或 い は 来
賓等外部からの人々に接するマナーとしては正装出席が義務づけられています。
ｂ．Ｉ.Ｄ.Ｍ.等 内 輪 の 会 員 の み で の イ ン フ ォ ー マ ル な 勉 強 会 や 集 会 に は、 ノ ー タ イ の 略 装 で
気軽にとされていますが、必ず上衣は着用のこと。夏期における軽装可の宣が出た場合も、
例会へは外来の卓話者やビジター等外部よりの来客のマナーとして、極端なスポーティ
な服装は慎むべきです。
ｃ．リクレーションとしての家族会や旅行会等ではスポーティな服装が寧ろ薦められますが、
余り羽目をはずした華美なものは避けるべきです。

国で１００万人分の血液が不足すると発表されました。また、輸血と言えば「大怪我や手術」と思われるでしょう
が、一番輸血で多いのは「癌の治療」です。癌は大変身近な病気で、二人に一人は癌になると言われています。
私たちのすぐ隣に輸血が存在していることを知ってください。働き盛りの私たちが献血することも大事ですが、
ご自分のお子さんやお孫さんに献血することを教えることも大変重要です。やがて来る時のために、まずは自分

服装については近年社会ではノータイが普遍化され閣僚すらＴＶへノータイ姿を見せていま
すが、ロータリーの社会では未だに正装を旨とし、正式の会合へは略装（ノータイ）で良いとい
うことは耳にしておりません。蛇足ながら夏期の軽装を許された期間内にあっても、その期に
正式な会合があれば、また自身が他のクラブへメーキャップする際は客人としての待遇を受け
るが故に正装出席すべきです。

の周りから献血する習慣を広げてください。

（会員寄稿を募集します。（1,000 字以内））

３・好意と友情を深めるか ４・みんなのためになるかどうか

皆さんはご自分の血液型を「Ａ型 Ｒｈプラス」とかまで言えますか？ 輸血にはＡＢＯ式とＲｈ式

