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国際ロータリー会長／ イアン H.S. ライズリー 会長／ 佐々木 哲也
副会長／ 小汀 泰之
２６９０地区ガバナー／ 池上 正
幹事／ 曽田 敏康
会 計／ 高砂 明弘
■■■ 例会プログラム ■■■
例会日
卓 話 者
前年度会計
今年度会計
7 月 27 日
8 月 2 日 島根ワイナリー 18：30～
8 月 10 日 ガバナー補佐 岩永邦夫 様
■■■ 出席報告 ■■■
会員数 出席者数 欠席者数
42

32

10 (3)

演 題
前年度決算 今年度予算
５ＲＣ合同例会

出席率

前々回補正出席率

82.05 %

7/6
89.74 %
7/13 92.11 %

■■■ 欠席者 ■■■
大島治／原孝／黒田／三好／持田稔／飯塚俊／園山
（山根／牧野／遠藤）
■■■ 来訪者 ■■■
森山（出雲南）
■■■ メークアップ ■■■
7/26 飯塚詔（大社）
************************************************************

■■■ 次回例会受付当番 ■■■
（8 月 10 日） 土江光二／石原俊太郎／石原輝男
（8 月 24 日） 板垣文江／伊藤義徳／釜屋治男
■■■ 近隣クラブ例会情報 （メークアップを考えましょう） ■■■
月 出雲中央 7/31
火 出雲 8/1 8/15(－)
水 大社
木 (－) ； ビジター受付 なし
金 出雲南

松江南 8/14 8/28
松江しんじ湖
松江 8/16 8/30
松江東 8/10(－) 8/31

9/21(－)

れて、検査に導入される以前は、正体不明といわれた輸血後肝炎が少なか
らずあり、当時の感染者は現在でも苦しんでおられます。現在は輸血を介し
て感染する可能性のある各種ウイルス検査をおこない、ウイルス陽性の血液
は使用されませんので、感染症の発症は非常に少なくなりました。しかし、ゼ
ロではありませんし、未知の病原体による感染も心配されます。輸血を受け
る患者さんへの感染頻度を減らすことを目的として 400ｍＬ献血が主流にな
りつつあります。このように、献血は献血者と輸血を受ける患者の両者を保
護する視点で考えられています。
最後になりますが、７月１３日の５クラブ会長幹事会で決まった植樹事業
についてお話しします。５クラブ合同で出雲文化伝承館にツツジの植樹をお
こなうことに決まりました。植樹の後に育樹作業をおこなう必要はありません。
植樹に適した時期や各クラブから多数の会員が出席できるようにとの考えに
基づき、時期は来年春、第一候補が３月２５日（日）、第二候補が４月８日
（日）です。具体的なスケジュールはもちろん現時点では未定ですが、本日
審議していただく今年度予算案にも費用を計上させていただいています。
今日の例会プログラム、前年度決算および今年度予算の審議を、よろしく
お願いいたします。
■■■ 幹事報告 ■■■
１．会費の引落 8/4 54,000 円 （7・8・9 月分）
２．地区大会のご案内
日 時 10/22(日) 受 付 9：00 ～
開 会 10：00 ～ 本会議
記念講演 徳川家広 氏（徳川宗家 19 代当主）
関が原から読み解く日本近代史
～中国地方の徳川 400 年～
懇親会
17：00 ～
会 場
倉敷市民会館
登録料 12,000 円
8/18(金)
出欠表を回覧
締 切
３．5ＲＣ合同例会について
8/2（水） 平田商工会議所 17：45 集合出発（送迎バス）
バスをご利用でない方は事務局まで

■■■ 会長挨拶 ■■■
先週 22 日の平田まつりでは、年度最初の奉仕事業として恒例の献血運
動をおこないました。当日は多くの会員さんに参加していただきありがとうござ
いました。
今日は「献血」、「輸血」についてお話しします。約30 年も前から人工臓器
という医学分野で、人工血液の研究は進められてきましたが、今なお実現
化に至っていません。急を要しない待機的手術での自己貯血法を除くと、輸 ■■■ スマイル ■■■
血の多くはボランティアである献血に頼らざるを得ません。
森山(出雲南) （田中前会長始めお役の皆様、一年間ご苦労様でした。
人間の血液量は成人体重の約8％、体重50ｋｇの人で 4．0Ｌ程度といわれ
また新会長佐々木哲也様、曽田敏康様お世話でございます。頑張
ています。献血者の安全確保のため、400ｍＬ献血では体重は最低 50ｋｇ
ってください。よろしくお願い致します。）
必要です。献血直前の血液検査で貧血がみられた方は献血をうけることが 佐々木 （出雲南ＲＣ森山宗育様のご来訪を歓迎いたします。
できません。献血用のパックにはあらかじめ血液の凝固防止液が入っていま
平田まつり献血奉仕に多数の会員さんに参加していただきありがとう
す。採取後には、遠心分離され、血漿製剤、血小板製剤、赤血球製剤の
ございました。）
3 つに生成されます。血漿製剤は凍結保存され使用期限は１年、血小板 河原 （森山宗育先生お久しぶりにお出でいただきありがとうございます。）
製剤は20～24℃保存で4日間、赤血球製剤は冷蔵保存されて21日間で 飯塚大（森山宗育様ようこそいらっしゃいました。いつもお世話になっておりま
す。ヒトの体内で造られた赤血球の寿命は 120 日ですが、輸血用の赤血球
す。）
製剤は 3 週間で使用期限を迎えます。
石原俊（森山先生、いつもお茶の会で家内がお世話になっております。本日
輸血は最も身近な臓器移植です。ABO・Rh 型の同じ血液を使います。
もご指導よろしくお願い致します。）
赤血球に抗原、血清に抗体があります。事前に患者赤血球と輸血検体の 清原 （献血ご協力ありがとうございました。）
血清、患者血清と輸血検体の赤血球を混ぜ合わせてそれぞれ血液が固ま 黒田 （本日クラブ協議会、前年度会計ですが出張のため欠席させて頂き
ることがないか（クロスマッチ法）を確認すれば、拒絶反応は問題となりません。
申し訳ありません。小汀さんご迷惑お掛けします。）
最も大きな副作用は感染症です。Ｃ型肝炎ウイルスが平成元年に発見さ

槇野 （先日23 日開催の平田囲碁クラブ(伊藤義徳会長)主催の夏期囲碁
大会において B 級に参加しまた優勝しました。多額の賞金を頂き恐
縮しています。）
小汀 （昨日 7/26 私が奉仕する鹿島神社の夏祭りを盛大に終えることが
できました。 本日の理事会の遅刻をお詫びします。）
曽田 （申し訳ありません。途中で退出をさせて頂きます。）
■■■ スピーチ・例会行事 ■■■

「クラブ協議会」
【２０１６～２０１７年度 決算】
承 認

議長 佐々木 哲也
黒田 昌弘 前年度会計

代 理

小汀 泰之 前年度幹事

監査報告

内田 節夫 前年度監事

----------------------------------------------

【２０１７～２０１８年度 予算】

高砂 明弘 今年度会計

承 認

■■■ 平田まつり協賛 献血運動 ■■■

７／２１（土）

於） 平田まつり会場

申込者 ２４名。 うち 献血者 ２３名

皆さん、ご協力ありがとうございました。

