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先週先週先週先週の例会報告の例会報告の例会報告の例会報告    

本日は上野会員の代理卓話をしていただく大阪

赤十字血液センターの安原武志さんと交換留学生

のマルユッカさんの御二人をお迎えしておりま

す。安原さんからは輸血用血液不足の現状と献血

の重要性等についてお話しして頂けるとのことで

真剣に勉強させていただきます。 

また、マルユッカさんは8月の来日以降充実した

留学生活を送り日本語能力にもますます磨きがか

かっておりますが、高校生活の近況について報告

して頂きます。 

さて、今週水曜日(11月 12日)、RI2660地区 6

組の会長幹事会である睦輪会に大本幹事と一緒に

出席してまいりました。戸田ガバナー補佐の挨拶

に引き続き各クラブの会長から最近の活動報告が

ありました。当クラブからは、東日本大震災の支

援事業等について報告させていただきましたが、

他クラブからも活発な奉仕活動の報告がなされ、6

組各クラブの交流と親睦を深めることができまし

た。 

席上、ガバナー補佐より天満橋、大手前、中之

島の三世代合同社会奉仕事業について地区も大変

関心を寄せているとのお話しがありましたが、明

日、合同社会奉仕事業として、社会奉仕委員会の

皆様とともに奈良市柳生の社会福祉法人成美学寮

 国内ビジター 0名   会 員 数  36名  

 外国ビジター 0名   出席規定適用免除   6名  

 国内ゲスト  1名   会 員 出 席  20名  

 外国ゲスト  1名    会 員 欠 席 10名 

<11 月 14 日の出席率 68.75％>  

Make up を含む 10/24 の出席率 90.00％ 

1．次週例会後 12月度定例理事会です。 

2．再来週は 3クラブ合同例会です。会場は太閣

園。27日木曜日ですのでお間違え無い様お願

いします。 

3．地区より｢ジャパン・ロータリーデーⅡin東京｣

申込の案内です。5月 5日ロータリーフェステ

ィバル開催に先立ち 2015年 2月 4日に開催さ

れます。地区取りまとめの参加登録申込期限は

今月 28日迄となっております。参加を希望さ

れる方は事務局迄お願いします。 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

の餅つき大会に参加し、大型テレビの寄贈式を行

ってまいります。合同事業の内容は再来週木曜(27

日)開催の 3 クラブ合同例会で報告をさせていた

だきますが、事業参加の皆様宜しくお願い致しま

す。 
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2014 年 11 月 21 日 第 1520 回例会 
ロータリー財団月間 

◎本日のプログラム◎本日のプログラム◎本日のプログラム◎本日のプログラム    ◎次週◎次週◎次週◎次週((((11111111 月月月月 22227777 日日日日))))のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢たきびたきびたきびたきび｣｣｣｣♪♪♪♪    

････卓話卓話卓話卓話    

｢｢｢｢一生現役をめざして一生現役をめざして一生現役をめざして一生現役をめざして｣｣｣｣    

長谷長谷長谷長谷    裕代会員裕代会員裕代会員裕代会員    

････12121212 月度定例理事会（月度定例理事会（月度定例理事会（月度定例理事会（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ヘンリーマンシーニヘンリーマンシーニヘンリーマンシーニヘンリーマンシーニ「「「「ムーンリバームーンリバームーンリバームーンリバー」」」」    

――――    会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶    ――――    

    LIGHTLIGHTLIGHTLIGHT    UPUPUPUP    ROTARYROTARYROTARYROTARY    

ロータリーに輝きをロータリーに輝きをロータリーに輝きをロータリーに輝きを    

2012012012014444－－－－2012012012015555 年度年度年度年度        

国際ロータリー会長国際ロータリー会長国際ロータリー会長国際ロータリー会長    ゲイリーＣゲイリーＣゲイリーＣゲイリーＣ....ＫＫＫＫ....ホァンホァンホァンホァン    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

････三世代クラブ合同例会三世代クラブ合同例会三世代クラブ合同例会三世代クラブ合同例会((((於：太閤園於：太閤園於：太閤園於：太閤園))))    



朝槻・・・上野会員の代理卓話安原様、学ばせて

いただきます。 

金髙・・・明日の三世代事業よろしくお願い致し

ます。 

木村・・・何もありませんが！ 

中村(不)・寒くなりました。お体ご自愛下さい。 

西尾・・・とても良い事がありました。 

岡田・・・明日、三世代合同社会奉仕事業に行っ

てきます。 

大本・・・安原様、卓話楽しみです！明日の合同

社会奉仕事業参加の皆様、よろしくお

願い致します。マルユッカさん、よう

こそ！ 

曽我部・・注意力散漫。運転免許返上のタイミン

グか？ 

山本・・・上野さん、代理卓話楽しみです。 

こんにちは。私が日本

に来た日からもう三ヶ

月経ちました。この三ヶ

月を振り返るときっと

これまでの人生の一番

楽しい時間を過ごした

と思います。そういって

も、きっと人生の一番恥

・・・・社会奉仕社会奉仕社会奉仕社会奉仕委員会委員会委員会委員会    

委員長委員長委員長委員長    岡田岡田岡田岡田    耕平耕平耕平耕平    

12 月 13 日(土)、大手前整肢学園のクリスマス

会でバザーを実施します。バザーの売上金で子供

達へのクリスマスプレゼントと子供達が望んでい

る物品を寄贈します。 

つきましてはバザーで販売する商品の募集を開

始します。会社やご家庭にあるお中元やお歳暮、

贈答品の残り物、何でも結構ですので、お一人様

一品以上のご協力をお願いいたします。但し、食

品(飲料含む)は賞味期限切れにご注意いただくと

ともに、中古品はご遠慮いただきますようお願い

いたします。 

大手前整肢体学園の園児達の幸せと喜びに繋が

る奉仕事業であり、この事業の源泉はバザーによ

る売上金です。皆様には主旨をご理解いただき、

より多くの温かいお気持ちをお寄せいただきます

よう、何卒、ご協力の程、宜しくお願いいたしま

す。尚、商品の送り先や当日のスケジュール等に

ついては、あらためてご連絡いたします。 
｢｢｢｢献血の現状について献血の現状について献血の現状について献血の現状について｣｣｣｣    

大阪府赤十字血液セン大阪府赤十字血液セン大阪府赤十字血液セン大阪府赤十字血液センターターターター        

献血推進一部献血推進一部献血推進一部献血推進一部    推進課長推進課長推進課長推進課長    安原安原安原安原    武志武志武志武志氏氏氏氏    

((((上野上野上野上野    勝巳会員紹介勝巳会員紹介勝巳会員紹介勝巳会員紹介))))    

大阪大手前ロータリークラブの皆様、血液につ

いて話をする機会をいただき、誠にありがとうご

ざいます。 

赤十字の旗は｢保護｣や｢救護｣のマークです。尊

い命や健康を守るため、赤十字の旗のもと、人道

支援がボランティア活動により行われています。

ボランティアとは、お互いが気持ちよく生きるた

めに、今みんなには何ができることかを見つけ、

考え、実践することです。 

なぜ、ボランティア体験が必要なのでしょう

か？青少年の頃は、ご両親、学校の先生など多く

の方々から｢与えられてきた｣ものが主ですから、

大人になるためには、｢返していく｣｢与える｣体験

が大事だと思います。 

ボランティア体験を通して、互いの命と健康の

尊さを学び、必要とされることや人に喜ばれるこ

とを感じ始めると、自分のことよりも相手(他人)

のことを優先して考え、行動するようになります。

心の変化が態度に現れ、行動を変えさせます。ボ

ランティア体験の重要ポイントは｢気づき｣であ

り、自主的な｢行動｣です。 

献血が必要な理由からお話しをします。わが国

では、皆様の献血によって医療(手術)に必要な血

液が用意されており、日本赤十字社が唯一血液事

業を担っております。無償の善意により賄われて

――――    青少年交換留学生報告青少年交換留学生報告青少年交換留学生報告青少年交換留学生報告    ――――    

MarjukkaMarjukkaMarjukkaMarjukka    

ずかしい間でした。 

なぜかというと、私は日常の生活でも間違いを

たくさんします。フィンランドと日本の生き方は

違うところがあるので実は大変なときもありま

す。例えば言葉を間違えて笑われたりするのはよ

くあります。 

そういう失敗するのは恥ずかしいです。私は子

供の頃から失敗してもいいとよく言われたけれど

その意味を実際にわかったのは日本に来た後で

す。 

失敗しても大丈夫です。毎日失敗しても大丈夫

です。失敗すればするほど成長できるからです。

それがこの三ヶ月でわかったことです。 

 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥26262626,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥999978787878,000,000,000,000    ----＞＞＞＞    

――――    ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告    ――――    ――――    委員会委員会委員会委員会報告報告報告報告    ――――    

11111111 月月月月 21212121 日のメニュー日のメニュー日のメニュー日のメニュー    

国産豚バラ肉と野菜のカレー国産豚バラ肉と野菜のカレー国産豚バラ肉と野菜のカレー国産豚バラ肉と野菜のカレー    

国産米のバターライスを添えて国産米のバターライスを添えて国産米のバターライスを添えて国産米のバターライスを添えて    

サラダサラダサラダサラダ    

コーヒーコーヒーコーヒーコーヒー    

――――    先週の卓話先週の卓話先週の卓話先週の卓話    ――――    



ロータリーロータリーロータリーロータリー財団委員会財団委員会財団委員会財団委員会担当卓話担当卓話担当卓話担当卓話    

｢ロータリー｢ロータリー｢ロータリー｢ロータリー財団について｣財団について｣財団について｣財団について｣    

委員長委員長委員長委員長    佐々木佐々木佐々木佐々木    宏宏宏宏    

今年度財団委員長をおおせつかりましたので、

今月のロータリー財団月間に鑑みて卓話をいたし

ます。 

一種のレクチャーのようなもので、退屈な話で

申し訳ありませんがロータリアンの勉強の一端で

すのでお聞きいただきたいと思います。 

金髙会長が早速財団に寄付されました。私も続い

て寄付しましたが、今は円とドルのレートが非常

に悪く、皆様にはお気の毒ですがよろしくお願い

致します。 

今期のロータリー財団の目標は 

1. ポリオを撲滅する。今こそ目標を達成しよう。 

2. 継続的な寄付を通じて、ロータリー独自かつ

唯一の慈善事業を支援する。 

3. 持続可能な教育的・人道的プロジェクトに参

加することで、新しい補助金プログラムの発

展を確かなものとする。 

4. ロータリー平和センター・プログラムの推進

と広報を通じて、世界理解、親善、平和を育

む。 

5. ロータリー財団の未来の健全性は自分たちに

かかっていることを強調する。 

であります。 

又、クラブと地区が最大限の成果をもたらす事が

出来ると思われる 6 つの重点分野を特定しまし

た。 

① 平和と紛争予防／紛争解決 

 ・地元での平和活動を強化する 

 ・紛争予防と仲裁に関する研修を地元のリーダ

ーに提供する 

 ・紛争地域での長期的な平和構築を支援する 

・紛争による被害を受けた弱い立場にある人々、

特に子供と青少年に援助を提供する 

 ・平和と紛争解決に関する研究を支援する 

② 疾病予防と治療 

 ・地元の保健の専門家の能力を高める 

 ・主要な疾病の蔓延を防止する為に、地域社会

の人々を動員し、教育する 

 ・地域社会の医療施設を改善する 

 ・HIV／エイズ、マラリア、その他の主要な疾

病の蔓延を防止する 

 ・疾病の予防と治療に関連する研究を支援する 

③ 水と衛生設備 

 ・安全な飲料水と基礎的な衛生設備を地域社会

のより多くの人々が均等に使えるようにする 

いる国は日本しかありません。血液はいまだ人工

的に製造することはできず、生ものですから、使

用期限(全血製剤 400mL 献血・200mL 献血は 21

日間)もあり、常に血液型(A・O・B・AB 型)ごと

に新しい献血血液が必要です。 

昨年、日本では 520.5万人のご協力をいただき、

1 日約 3,300 人、1 年間では約 120 万人の患者さ

んの｢いのち｣が救われていることになります。献

血は人道支援であり、ボランティアにより支えら

れています。 

次に大阪の献血状況をお話しします。昨年 38.9

万人の方々に献血のご協力をいただきました。増

える血液需要に反して、献血者数は減少傾向にあ

り、とりわけ若者の献血参加が著しく下がってい

ることにあわせて、企業での献血実施が増えない

ことなどから、安定的な確保に難渋しています。 

また、医療機関においては、全血製剤で一日平

均 820人の血液を必要としていますが、少人数の

献血者による輸血は、血液を介する感染症のリス

クを軽減することから、400ｍL 献血の需要が

96％(一日平均 790人)に達しており、200ｍL献血

は 4%(一日平均 30 人)、主に小児の輸血に必要と

されています。 

血液がないために手術や治療が遅くなるといっ

たことのないよう、病気に悩まされている患者さ

んが安心して闘病に専念いただけるように、健康

な方々は参加いただきたいのです。 

献血は誰にでもできるのでしょうか? 献血の基

準をお話しします。献血者の健康面の安全と輸血

による感染症等が無いように、採血基準(年齢や体

重制限、献血間隔等)や事前採血、問診(服薬や渡

航歴、心臓手術など既往歴等)によりご辞退いただ

く場合があります。献血による身体への影響はほ

とんどありませんが、採血による副作用が生じる

可能性もあることから医療費等を補償する｢献血

者健康被害救済制度｣が設けられています。採血は

10分程度ですが、受付、採血前検査、休憩などを

あわせると最低でも 30 分～40 分かかります。仕

事中ですと会社のご理解がないと献血事業は進み

ません。 

患者さんは、私たちかもしれませんし、大切な

家族かもしれません。会社の仲間かもしれません。

健康であることを感謝し、『愛の献血』をお願いし

ます。献血は、人と人とが助け合う『心を育む』

ものと思います。 

｢命のリレーである｣献血運動の輪にご参加くだ

さることをお願いし、お話しを終えさせていただ

きます。ありがとうございました。 

 

11111111 月月月月 22227777 日の例会場日の例会場日の例会場日の例会場    

太閤園太閤園太閤園太閤園｢｢｢｢ガーデンホールガーデンホールガーデンホールガーデンホール｣｣｣｣    

――――    先々週の先々週の先々週の先々週の卓話卓話卓話卓話    ――――    



・・・・11111111 月月月月 21212121 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

12月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・11111111 月月月月 27272727 日日日日((((木木木木))))        12121212：：：：30303030～～～～14141414：：：：00000000    

三世代クラブ合同例会（12：15より写真撮影） 

   (太閤園ガーデンホール) 

・・・・12121212 月月月月 5555 日日日日((((金金金金))))        例会終了後例会終了後例会終了後例会終了後    

年次総会(次年度理事・役員発表) 

   (帝国ホテル｢牡丹の間｣) 

・・・・12121212 月月月月 5555 日日日日((((金金金金))))        14141414：：：：00000000～～～～    

地区大会第 1日目 

   (シェラトン都ホテル大阪) 

・・・・12121212 月月月月 6666 日日日日((((土土土土))))        13131313：：：：20202020～～～～    

地区大会第 2日目 

   (フェスティバルホール) 

・・・・12121212 月月月月 12121212 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

1月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・12121212 月月月月 13131313 日日日日((((土土土土))))            

大手前整肢学園クリスマスバザー 

   (大手前整肢学園) 

・・・・12121212 月月月月 19191919 日日日日((((金金金金))))        ((((夜例会夜例会夜例会夜例会))))    

クリスマス家族会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

・・・・12121212 月月月月 26262626 日日日日((((金金金金))))            

休会 

・・・・1111 月月月月 2222 日日日日((((金金金金))))            

休会 

・・・・1111 月月月月 16161616 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

2月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

 ・継続的な水設備と衛生設備を開発し、管理し

ていくための地域社会の能力を高める 

 ・安全な水と衛生について地域社会の人々を教

育する 

 ・水と衛生に関する研究を支援する 

④ 母子の健康 

 ・５歳未満の子供たちの死亡率を減らす 

 ・妊婦の死亡率を減らす 

 ・より多くの母子が、適切な訓練を受けた医療

スタッフによる基本的な医療サービスを受け

られるようにする 

 ・母子の健康に関する研究を支援する 

⑤ 基本的教育と識字率向上 

 ・子供たちが質の高い基本的教育を受けられる

ようにする 

 ・教育における性別格差を縮める 

 ・成人の識字率を高める 

 ・基本的教育と識字率向上を支えていく地域社

会の能力を高める 

 ・基本的教育と識字率向上に関連する研究を支

援する 

⑥ 経済と地域社会の発展 

 ・貧しい地域における起業家や地域社会のリー

ダーの育成、特に女性の発展に力を入れる 

 ・生産性の高い充実した仕事の機会を特に青少

年のためにつくる 

 ・経済発展を支えるため、地元の組織の能力を

構築し、地域社会のネットワークを強化する 

 ・経済と地域社会の発展に関連する研究を支援

する 

この様に皆様からの貴重な浄財は、色々な分野に

貢献しています。 

今年度の年次寄付目標額一人あたり 150ドル、是

非ご協力をお願いします。 

社会社会社会社会奉仕委員長奉仕委員長奉仕委員長奉仕委員長    岡田岡田岡田岡田    耕平耕平耕平耕平    

11 月 15 日(土)中之島ロータリークラブをホス

トとする三世代合同社会奉仕事業に金髙会長、大

本幹事、松田会員とともに参加してきました。 

奈良県の奈良市柳生町にある｢社会福祉法人 

成美学寮｣には多くのロータリアンやローターア

クト(天満橋)が集い、成美学園に対する大型液晶

テレビの寄贈式が執り行われ、金髙会長からは｢我

が家より立派なテレビです。皆で仲良く見て下さ

い｣とのユーモア溢れる挨拶がありました。 

その後、子供達を交えた餅つき大会があり、一

人では杵が持てない子供もいましたが、先生やロ

ータリアンに助けてもらいながら、力一杯、餅つ

きを楽しんでいました。つきたてのお餅は、きな

こやあんこをつけて、全員で美味しく頬張り、あ

っという間になくなりました。 

子供達、それぞれに、この事業の受け取り方は

違うと思いますが、皆の眩しい笑顔を見て、こち

らが幸せになれた貴重な一日でした。 

次年度は当クラブがホストですので、中之島ロ

ータリークラブに負けない、素晴らしい事業にし

たいと思います。 

 

 

 

 

――――    直近の行事予定直近の行事予定直近の行事予定直近の行事予定    ――――    

――――    三世代クラブ合同社会奉仕事業三世代クラブ合同社会奉仕事業三世代クラブ合同社会奉仕事業三世代クラブ合同社会奉仕事業報告報告報告報告    ――――    


