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血液センター 紀南出張所 中出様、長岡様をお迎えして 
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                               山本佳弘 

本日は和歌山県赤十字血液センター紀南出張所 所長 中出様・長岡様を御呼びしています。食事の提供及び品物

提供は受けない決まりと言うことで７時位に登壇されます。 

私の知る限りでは田辺はまゆうロータリークラブの献血活動は、辻年度が最初かと思います。私が社会奉仕委員長で IM

で 1日来て頂きましたが、献血者数 10数人と苦い経験になりました。献血活動再開は、菊池年度から毎年献血活動を

各年度でしています。昨年度はコロナ禍ですることができませんでしたが、回を追うごとに献血人数が増えています。会員皆

様の参加と友人知人への呼びかけの成果と感じます。今期は JC にも御協力頂き複数回したいと思っています。皆様のご

協力宜しくお願いいたします。少し私自慢ですが献血回数 133回となりますが、ここ最近は比重が少し足らず献血できて

いません。はまゆうロータリークラブ献血まで体調を整えて参加宜しくお願いいたします。友人知人への参加呼びかけもお願い

いたします。 

   

 

 

 

出席報告   (第 1342回)          

 

 

ゲスト 

和歌山県赤十字血液センター紀南出張所 

所長 中出佳秀様  係長 長岡 徹様 

 

委員長報告 

◎米山記念奨学会委員会 委員長 坂本恵子 

辻 諦淳  準米山功労者寄付 10,000円 第 17回目 

会員数 出席免除 欠席者 出席率 

27名 1名 8名 69.23％ 

本日のロータリーソング 

君が代  

四つのテスト 

Today’ｓMeeting 

2021 年 8 月 3 日（火） 

内卓 

ZOOM の説明 

      

 

クラブテーマ 
2021-22年度 RI会長 

シェカール・メータ 

第 2640地区ガバナー 

豊岡  敬 

2021-22Weekly Bulletin 

◎ロータリー財団委員会 委員長 坂本恵子 

（7月ロータリーレート＝111円） 

辻 諦淳  ロータリー財団準フェロー100㌦ 第 22回目 

※寄付のご協力ありがとうございました。 

 

 

 

Next Week’ｓMeeting 

2021 年 8 月 10 日（火） 

雨宮 卓史様 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリー財団・米山記念奨学会委員長 坂本恵子君 

http://www.aikis.or.jp/~t-hamayu/


四つのテスト 言行はこれに照らしてから Ⅰ真実かどうか Ⅱみんなに公平か Ⅲ 好意と友情を深めるか Ⅳ みんなのためになるかどうか 
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（委員長報告のつづき） 

◎会員増強委員長会議 代理出席 山本佳弘 

7月 25日 ホテルグランヴィアにて開催 

基調講演 『会員増強について』 

【講師】 国際ロータリー第 1地区 

ロータリーコーディネーター補佐 田中久雄様 

RD2840地区高崎ロータリークラブ所属  

2017－2018年度ガバナー 

論語の「子日く、之れを知るものは之を好むものに如かず、

之を好むものは之を楽しむものに如かず」のように何事にも楽 

しんでやる人にはかなわない。まずクラブを好きになりクラブの

将来を考えると会員増強は避けては通れない。そのためには

若い会員と女性会員を増やす。 

講師の田中氏の会長年度は 51人の増強で会員 115

名に、2840地区全体で 100人の増強。ガバナー年度では

13名、地区は 50人の増強との事でした。聞いていてなるほ

どと思うことも多々ありましたが、そこまでするかと少し強引な 

ところも感じました。はまゆうは若い会員も多く女性会員もいま

すがもう少し増やしていきたいと思いますので御協力宜しくお

願いいたします。 

 

幹事報告 

メイクアップ 

〇山本佳弘 7/25 クラブ会員増強委員会 和歌山市 

例会変更 

〇和歌山北 RC 8/16（月）→休会 

           8/23（月）→18：30～ 夜間例会 

〇和歌山南 RC 8/13（金）→休会 

〇和歌山東南 RC 8/11（水）→休会 

〇和歌山中 RC 8/13（金）→休会 

〇海南東 RC  

8/9（月・祝）・8/16（月）・8/30（月）→休会 

〇有田 RC 8/12（木）・8/26（木）→休会 

〇田辺東 RC 8/11（水）→休会 

〇那智勝浦 RC 8/12（木）・8/19（木）→休会 

配布 

○週報 1342 

〇組織図 2021-2022  

回覧 

〇県民の皆様へのお願い（令和 3年 7月 21日） 

〇高松南 RC第 5回一日会親睦ゴルフコンペの開催に関して 

〇JC ニュース 

お知らせ 

〇組織図 2021-2022 を配布しておりますので、各委員会の確認

お願いします。 

プログラム 

「コロナ禍の献血について」 

 

和歌山県赤十字血液センター紀南出張所 

所長 中出佳秀様 

係長 長岡 徹様 

新型コロナウイルス感染症の拡大により、非常事態宣言

の下、不要不急の外出制限や相次ぐ各種イベントの中止

を受け、全国の血液センターでは明日にも病院へお届けす

る血液が無くなるかもしれない程、ひっ迫した事態に陥りまし

た。 

しかし、コロナ禍にもかかわら

ず、各関係者皆様の呼びかけ

や報道等のおかげ様をもちまし

て献血会場には多くの皆様が

駆けつけてくださり、比較的安

定した献血へのご協力が得ら

れ、県内医療機関へ血液製

剤を安定して供給することがで

き、現在に至っております。 

医療機関へ血液製剤を安定し

てお届けするには皆様の定期

的な献血へのご協力が必要となります。 

 

献血会場では、献血者への

検温・手指消毒の徹底・飛沫

防止用のパーテーションの設置・

献血バスにおける乗車人数の

制限等、皆様が安心して献血

会場にお越し頂けるよう、安全・

安心な会場づくりを心がけており

ます。 

ぜひともご家族、ご友人をお

誘いあわせの上、献血会場にお

越し頂ければと思います。 
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皆様の献血がどのように届けれられているのか、よく分かる

動画がありますのでご覧ください。 

 

「アンパンマンのエキス」  

兵庫県 三宮献血ルームのメッセージノートに記されていた

言葉。それは、わずか４歳で小児がんのためにお空へ逝っ

てしまった “りょうすけくん” のことを思って書かれたものでし

た。 

  私の４歳の長男は小児ガンです。 

  10 カ月の闘病生活の末、亡くなってしまいました。 

  その間、皆様の献血のおかげで 

  安心して治療を受ける事ができました。 

  本当にありがとうございます。 

  あの子は輸血されると元気になる事を知っていて 

  『アンパンマンのエキスだ～』と言っていました。 

  一時は毎日のように輸血させて頂きました。  

  輸血が必要な時『今、足りないので待っていてください』 

  と言われ祈るような想いで待っていた事もありました。 

  届いたときは、本当に嬉しかったです。 

  献血して頂きました皆様になんてお礼を言ったらいいの

か。 

 ありがとう！ ありがとう！ 

医療スタッフと皆様のおかげで生きながらえる事ができて 

どんなに《ありがとう》と言っても足りません。 

  今でも病院では、多く

の子供たちが輸血を待っ

てます。 

  これからも献血をお願

いします。もちろん私も来

ます。 

  子供たちの笑顔が消

えませんようにと祈ってま

す。 

 

ニコニコ箱 

山本佳弘  

 血液センター中出様、長岡様、献血コロナ対策の話、よろし

くお願い致します。日曜日に、会員増強会議に行ってきました

が、半日会議で出てきたのは水だけでした。 

山本純也   

中出様、長岡様、本日よろしくお願い致します。 

樫木秀行   〃 

杉山竜二   〃 

山本敦洋   〃 

雨宮卓史   〃 

寺本 匡   〃 

菊池正紀   〃 

辻 諦淳   

オリンピック、卓球混合ダブルス決勝戦を観てしまいました。

準決勝戦の対ドイツもそうでしたが、観ていて恐ろしくなりまし

た。オリンピック卓球初の金メダルおめでとうございます。中出

様、長岡様、本日はよろしくお願い致します。 

坂本恵子   

又、又、コロナ和歌山も増えて来ましたね。皆様十分に気を

つけましょう！ 

山本康夫   

本格的に暑くなってきましたねえ。皆さん十分ご自愛下さ

い。 

松岡勇気   

子供が生まれて約 1 カ月となり、だいぶムチムチになってきま

した。とてもかわいいのですが、夜泣きは大変ですね…。早くな

れたいと思います。そして奥さんがより一層強くなりました。 

菅根 清   

献血 10回しました。盃をもらいました。8月の誕生日で

69歳になります。あと数回です。それ以上は血はとってくれなく

なります。 

 

 委員会席 ニコニコ箱披露  


