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★司会　河口武生 SAA
点鐘　河口武生 会長★
ロータリーソング★

「手に手つないで」

 ソングリーダー  山崎美津夫 会員

山崎美津夫

小山宏明

島田精二・山崎美津夫

　出席報告

　

ビジター紹介　　　　

                                           　　出席委員長

                                     親睦活動委員長

田中 孝司 様（川崎南ＲＣ）
森本 邦康 様（川崎中央ＲＣ）
比嘉  孝　様（新川崎ＲＣ）

【スピーカー】
　小室 寿美 様　  演題「赤十字について」
　福嶋 三惠子 様　演題「あれから５年」

河口武生　会長 ゲスト紹介

今後の予定
◎ 3月24日(木)　 「ご家族グルメ会」　点鐘　18：30
  パレスホテル東京　グランドキッチン　　　　　　　
◎ 3月31日(木)　 休会（定款細則により）
◎ 4月  7日(木)　 会員卓話　福嶋安行 会員

川崎マリーンロータリークラブ
国際ロータリー第2590地区 創立1993.2.19

例　会 毎週木曜日12:30

例会場 サンピアン(川崎市立労働会館)

 　　　 　 TEL.044-222-4416  

事務局 〒210-0004 川崎市川崎区宮本町2-27-402

　　　 　　  TEL.044-200-9249 FAX.044-200-9252

U R L:    http://kawasakimarine-rc.com/

E-mail:marin-rc@eagle.ocn.ne.jp

　

2015～2016年度
ＲＩテーマ

     Be a Gift tothe World   
     世界のﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄになろう

 2015-2016年度 RI会長
Ｋ.Ｒ.ラビ ラビンドラン

副会長
安本好勝

幹　事
伊藤恒満

会　長
河口武生
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鈴木慎二郎
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ありません

●川崎中央ＲＣ
　 3/21(月)休会（定款細則による）
 4/  4(月)お花見夜間例会　若宮八幡宮

＊週報を送ってくださったＲＣ

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     

　

伊藤恒満　幹事幹事報告
1.例会変更のお知らせ
2.3/19(土)ライオンズ旗　学童野球川崎区大会
　開会式8：00～　大師少年球場
3.3/19（土）水辺の楽校「野草と干潟の観察会」

　　

　　

委員会報告
■山崎美津夫 親睦活動委員長
 家族グルメ会の件
■鈴木慎二郎 教育研修委員長
 ファイヤーサイドミーティングの件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

会長報告 河口武生　会長 

1.4/2（土）YEオリエンテーション　14：00～16：00
　広島研修旅行での報告スピーチ※クラブからも参加
2.4/23（土）YEオリエンテーション　14：00～16：00
3.5/15（日）富津シティＲＣ　ゴルフコンペのご案内
4.武藤会員入院の件

　ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 安本好勝　副会長
★メークアップで参りました。宜しくお願いします。
　 (田中 孝司 様　川崎南ＲＣ）

お世話になります。 (森本 邦康 様　川崎中央ＲＣ）★
今日はお願いにあがりました。近日理事会より報告が思います。★

　 宜しくお願い致します。 (比嘉　孝 様　新川崎ＲＣ）

◆ 野口会員
 福嶋三惠子様、小室寿美様、本日はよろしくお願 いし
 ます。
◆ 鈴木会員
 福嶋様、小室様、本日のお話楽しみにしております。
 今日と明日PETSです。 
 安本会長エレクト頑張っているかな？
◆ 秦会員
　 暖かになって気持ちいいです。福嶋三惠子様、小 室
 寿美様、本日は宜しくお願いします。
◆ 小枝会員
　 福嶋様、小室様、今日は卓話宜しくお願いいたし ます。
 楽しみにしています。
◆ 山崎会員
　 福嶋様、小室様本日の卓話宜しくお願いします。
 福嶋会員日曜日宜しくお願いします。
◆中條会員
 本日、赤十字について福嶋様、小室様の卓話を 楽し
 みにしています。
◆山本会員
  入院中の武藤様の回復をお祈っております。
◆ 増田洋一会員
　 4月3日にハーフマラソンにチャレンジします。
◆ 伊藤秀司会員
　 先日、例会の帰りに浅田インターに向かって 小田 公園
 前の信号で停まった際にギアをドライブの まま ブレー
 キ を踏んでつい居眠りをしてしまいました。 ふと気づい
 た ら反対車線に大きくはみだしてしまい ました。
 皆様も居眠りにはきをつけましょう。
◆ 河口会員
 　福嶋様、小室様、本日はお忙しい中ご来訪いただき
 有難うございます。卓話宜しくお願い致します。
◆ 小山会員
 　福嶋様、小室様、本日の卓話宜しくお願い致します。
 飯坂会員増強委員長、先日は新会員候補者の方と 楽
 し い時間を過ごすことができました。 入会していただけ
 る と良いですね。

東日本大震災義援金  4,000  円

　　　累計金額 　95,000　円

本日のニコニコ　 21,000　円

　　　累計金額  690,000  円



クラブ会報担当：小枝義夫 委員長

小室 寿美　様

福嶋三惠子　様

神奈川県赤十字社
血液センター
川崎駅東口出張所
所長

本日の卓話

　

『赤十字について』

『あれから５年』

小室さんは、神奈川県赤十字社血液センター川崎駅東口出張所所長をされておら
れます。今日は「赤十字社について」と題して血液事業についてお話していただき
ました。
本日はこのような機会をいただきありがとうございます。また川崎マリーンロータリー
クラブの奉仕事業として献血ルームへの寄付を検討していただきありがとうございま
す。献血事業は、日本赤十字社の中で最後に行われた事業です。
昭和39年に駐日大使のライシャワーさんが、暴漢に襲われ一命を取り留めたものの
手術の際の輸血がもとで肝炎を発症し、大変な国際問題となりました。当時は売血
がまだ行われていて、頻回売血者の血液「黄色い血」が大きな社会問題になってい
ました。この事件がきっかけとなって民間の血液銀行がおこなっていた売血制度が
見直され昭和39年の閣議決定で、現在のような献血による採血に限られる事になり
赤十字の献血運動が広がることとなりました。
血液事業というのは大きな事業で、血液の提供者を募る、そして採血をして検査を
行い、血液製剤にして医療機関に届ける事業です。血液が足りないということを聞く
と赤十字で自分の県で何とかしなければと思い一所懸命に声掛けを致します。
雨の中でも立っています。でもそれだけではやっぱり限界があり、昨年までは神奈
川県内で30万人の方に協力をいただきましたが、現在は30万人を切るようになりま
した。これには若い世代の献血への無関心が進んでいます。高齢化が進み血液の
需要が増えています。また高度医療で心臓のオペが盛んになっており、心臓の手
術では大量の血液が必要になります。血液の安定在庫は必要量の3日分と言われ
ていますが現在1.5日分の在庫しかない状態です。私達は何とかしたい思いで電話
で呼びかける事も行っております。血液センターだけでは限界があります。出来れ
ばよくお分かりになっている方、奉仕の心を持っている方にお願いします。
どうかサポーターとなってお声掛けをしていただきたいと思います。

福嶋さんは、日本赤十字社で神奈川県初の女性防災ボランティアリーダーになら
れました。今日は「あれから5年」と題して、盛岡での活動についてお話していただ
きました。
 今私が着ているベストの後ろに英語で防災ボランティアリーダーと書かれていま
す。このベストを着用しているのは、現在16人おりますが女性は私一人です。
白いベストの方は600人ほどおります。リーダーの研修を受けこのベストを着用して
おります。
　震災のあった5年前、3月28日岩手に行きました。現地の被害は比較的少なかった
ものの停電が続き、食糧が行き届かないといった状況でした。現地に着くと避難所
にパーテーションを運ぶ仕事をしました。避難所の子どもたちとは色々話をしました。
中でも毎回楽しみにしていた雑誌が見れないといった男の子の話を聞いて、集英
社にそのことを伝えると色々な雑誌を避難所に送っていただきました。これには避
難所の子供をはじめ皆さんにも大変喜んでいただきました。
逆に嫌な事も有りました。行方不明の子供を探すお母さんの書いたポスターの連
絡先に子供の声マネでいたずら電話をかける人がいたのです。心ない寂しい人だ
と思います。お母さんはその時の声が耳から離れず「本当の我が子の声を思い出
せない」と言って悲しんでいました。後で聞いたのですが、結局子供は帰っては来
ませんでしたが、幼稚園の合唱の音源を入手することができ子供の声を再び聴く事
が出来たそうです。大勢の子供達の歌声の中でも我が子の声がピーンと伝わってく
る。この時の言葉に私は大変感心しましたし、そのお母さんの表情を見て少し安心
もしました。色々な事がありましたが私が体験した中で一番皆さんに伝えたいこと、
それは自衛隊の凄さです。避難所の人達だけでなく、近隣にいる被災者の方につ
いてもきめ細かい配慮をしていました。地域にいる人達の情報を収集したものを物
を見せていただきました。A4の紙で十数枚あり、そこには被災者が何を欲しいと
思っているかが細かく分類され書かれていました。こうした調査を毎日行い、適切な
対応をしていたのです。また、瓦礫を綺麗にかたづけ、橋をかけ、その活躍は大変
なもので自衛隊の力は本当に力強いものでした。私のつたない体験でしたが、今
回お話しをさせていただく機会を与えて下さり有難うございました。

  現代の高度医療は献血に支えられていて、その重要性について改めて強く感じ
ました。当クラブでもこのたび、ルフロン献血ルームへのご支援を計画しております。
また日頃から献血について、知人や友人に積極的に声をかけて参りたいと思いま
す。
 また震災から5年が経ちましたが、いまだに復興の道は半ばです。私達は日々の
生活をなに不自由なく過ごせることに感謝し、被災地の皆さんの事を忘れてはなら
ない。そして支援活動を継続しなければいけないと改めて思いました。
小室様そして福嶋様、本日は本当に有難うございました。


