
第１４０７回例会 ３月１０日（金）招聘卓話          ホテルモリノ 

第１４０８回例会 ３月２４日（金）麻生川清掃・お花見例会   横 濱 楼 

第１４０９回例会 ４月 ７日（金）理事役員会・ＰＥＴＳ報告  ホテルモリノ 

 

【開会点鐘】                   宇津木 茂夫 会長  

【S. A. A】                      蓬田 忠 委員 

【 例 会 場 】                                ホテルモリノ 

【 ソ ン グ 】  国歌『君が代』  ロータリーソング『奉仕の理想』 

【ゲスト・ビジター紹介】       宇津木茂夫 会長   

◆原子 八千代 様 神奈川骨髄移植を考える会  

◆老沼 純 様 神奈川骨髄移植を考える会 

◆大野 清一 様 第 2590地区パストガバナー 横浜東 RC  

◆小川 湧三 様 川崎鷺沼 RC 

◆王
おう

 坤
くん

さん 米山奨学生    会長より奨学金を受ける王さん↓ 

 

 

 

 

 

大野清一 パストガバナー 

「本日は、2590地区のガバナーの諮問委員会より指名委員

会の決定について、お知らせをもって参りました。2024－25

年度のガバナーノミニーに鈴木憲治さんが指名をされまし

たので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。」 

【3月の誕生日・記念日】         鈴木昭弘 親睦委員長 

【会員】 花輪 孝一 会員（６日）、志村 幸男 会員（２３日）  

【奥様】 志村幸男 会員夫人・節子様  

【結婚記念日】 梅澤 馨 会員 

【志村幸男会員のコメント】  

「３月に誕生日を迎える家族が４名います

ので、いつも合同で祝ます。私は７０歳に

なりました。宜しくお願いいたします。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第 9 回理事・役員会報告】        宇津木茂夫 会長 

１．トルコ南部大地震への義援金 〈宇津木会長〉  【承認】 

地区からの協力依頼：会員一人当たり1,000円以上 

28名＝28,000円＋募金箱を設置 ※例会で募金を募る               

２．新型コロナ感染対策緩和に伴うクラブ運営について 

〈宇津木会長〉感染を広めない配慮の上、マスク着用等

会員個人の判断に任せる。                   【承認】 

３．お花見例会   〈鈴木昭弘親睦委員長〉     【承認】 

３月２４日（金）１７時点鐘 横濱楼 会費 7,000  

麻生川清掃活動後開催                 

４．麻生川清掃活動  〈鈴木豊成社会奉仕委員長〉【承認】 

   ３月２４日（金）１５時３０分 柿生パーシモン前集合 

新百合ケ丘駅まで麻生川周辺清掃 

５．報告 〈宇津木会長〉  

①旧ロゴが使用されている為、封筒2種と領収書を印刷  

②休会中の鈴木眞一会員へ分担金の請求書を送付 

【会長報告】      宇津木茂夫 会長 

１．３月のＲI レート １ドル＝１３６円 

２．地区ローターアクト学友会より 

『ローターアクト学友会行事』のご案内 

３/１８㈯14:30～17:25 さくらリビング  

第 1研修室＆オンライン（Zoom） 

登録料 ロータリアン 2,000円 その他 1,000円 

 

 

 

 

 
［例会日］第 1・2金曜日 12：30〜13：30［例会場］ホテルモリノ新百合丘 7F TEL：044-953-5111 

［例会日］第 3・4金曜日 12：30〜13：30［例会場］琴 平 会 館 ほか 

※第 5金曜日  休会または移動例会,他 連絡先：川崎麻生ロータリークラブ事務所 TEL：044-951-1322 

第 1406 回 例会記録 2023 年 3 月 3 日（金） S.A.A.委員長 碓井 美枝子 

   

 

今月、記念日を迎えた会員 

  

    

  



３．川崎西北ＲＣより、『創立 50周年記念式典』のご案内。 

４月１３日㈭ 登 15:00 記念式典 16:00 祝宴 18:00 

日本料理 柏屋 

４．横浜南ロータリークラブより、国際交流イベント開催のご

案内。３/１２（日）11:00～13:00 関東学院中学校高等

学校 米山奨学生と学友:対象 参加費無料（昼食あり） 

５．川崎・しんゆり芸術祭実行委員会より、第３回実行委員

会報告が届いております。 

６．【訃報】大野勉会員奥様のご母堂様が、3 月 1 日にご逝

去されました。（享年 106歳 9か月） 心よりご冥福をお祈

り申し上げます。◇通夜・告別式；代々幡斎場にて家族葬 

【幹事報告】    中山 隆弘 副幹事 

★例会変更  ◎川崎高津南ＲＣ 

  ・3/6（月）⇒3/4（土）移動 献血運動  

溝の口駅 ・3/20（月）第３週例会無し 

・3/27㈪⇒3/28㈫移動例会へ変更  

お花見例会 とうふ屋うかい 

 ◎川崎大師ＲＣ ◎横浜あざみＲＣ ◎川崎マリーンＲＣ 

【ご 挨 拶】      大石 佳 会員 

「この度、辞令で函館支店へ転勤となり

ました。この地域は３年半で、例会は今

日で最後です。この間、ほとんどがコロ

ナ禍で、大好きなカラオケに行く機会が

ありませんでした。北海道は食べ物が 

美味しいと聞いております。どうも有難うございました。」 

【出席委員会】           大野 勉 委員長 

例会 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1406回 28 21 7  75％ 

1405回 28 18 10 1 67.9％ 

1404回 28 15 13 3 64.3％ 

【各委員会寄付】   

委員会 第 1406回(件数) 合 計 

ニコニコ委員会 21件 ￥24,000 

ロータリー財団委員会 6件 ￥54,000 

米山記念奨学委員会 5件 ￥33,000 

【ニコニコ委員会 メッセージ】         栗田 将弥 委員長 

〈お客様〉 ◇大野清一様 パストガバナー 横浜東ＲＣ 

【ガバナー指名委員会より2024-25年度のガバナーノミニーの 

決定をお知らせに参りました。ガバナーノミニーは鈴木憲治さ 

んです。クラブの皆さんにはよろしくお願い致します。】 

◇小川湧三様 川崎鷺沼RC 【初めてお世話になります】 

〈会員〉 ◇宇津木茂夫会長【原子様、老沼様ようこそ。パスト 

ガバナー大野様ようこそ】 ◇大野勉会員【大野様ようこそ】 

 

 

 

 

 

 

◇志村会員【パストガバナー大野様本日はようこそ】 

◇長瀬敏之会員【公園の河津さくら満開です】 

◇花輪孝一会員【花粉やられています】  

◇蓬田忠会員【大野パストガバナーようこそ】 

◇青戸慶太会員 ◇碓井美枝子会員 ◇梅澤馨会員  

◇大石佳会員 ◇親松明会員 ◇梶俊夫会員  

◇川﨑航会員 ◇栗田将弥会員 ◇佐々木範行会員  

◇鈴木昭弘会員 ◇鈴木憲治会員 ◇鈴木豊成会員  

◇山下俊也会員      以上、ご協力ありがとうございました。 

【ロータリー財団委員会 メッセージ】佐藤忠博国際奉仕委員長  

◇宇津木茂夫会長【大石会員函館に行っても頑張ってください】  

◇鈴木昭弘会員【花粉症今年はかなりきついです】 

◇梅澤馨会員 ◇大野勉会員 ◇親松明会員  

◇鈴木豊成会員       ご協力有難うございました。 

【米山記念奨学委員会 メッセージ】   親松 明 委員長 

◇宇津木茂夫会長 ◇梅澤馨会員 ◇大野勉会員  

◇親松明会員 ◇鈴木豊成会員  ご協力有難うございました。  

 

【卓 話】 骨髄バンク事業について      

神奈川骨髄移植を考える会 原
はら

子
こ

 八千代 様 

老  沼   純 様 

 

 

 

 

 

 
〈神奈川骨髄移植を考える会〉は、1990年 6月に平塚市で、

白血病でご家族を亡くした方々を中心に発足しました。そして

１年後に骨髄バンクができました。 

会の活動としては、一人でも多くの患者さんに骨髄移植を受け

るチャンスを頂きたい、ということで、ドナー登録の呼びかけ等

をさせて頂いております。このような団体は、全国ほぼ全県に

1 ヵ所程度あります。 

また、抗がん剤等の治療で、髪の毛が抜けた方々への支援な

ども行っております。治療用の安価でつけ心地の良いかつら

を開発し、大きな病院などへ置かせて頂いております。 

 

 

   

 

 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 採血で登録  

①登録用紙へ記入➡②腕から約２ｍℓ採血 

2. 通  知 

  ①患者さんの白血球と HLA 型が適合 ➡②適合通

知が届く ➡③提供の可否を記入し、速やかに返信 

3 .確認検査 

  ●提供意思ありの場合 ①居住地に近い認定機関

（医療機関）にて説明 

  ●説明後、提供意思ありの場合 ②医師による健康

状態の確認・問診・採血 

4. 最終同意  ●３にてドナーに選出  

①ドナー本人とご家族の最終同意面談 

②「最終同意書」への署名・捺印 

5. 健康診断 

  ①医師による詳細な健康診断の実施 

     問題なし（または医師による採取中止判断） 

   ➡提供へ向けて入院等、日程・病院の事前準備 

6. 骨髄提供の流れ 

  ①自己血採取 ●骨髄採取日の約１～３週間前 

   ●採決量 400～800mℓを 1～2 回 

  ②入院  ●入院時期 骨髄採取日の１～2 日前 

   ●入院病院・入院日 要相談 

  ③全身麻酔   ④骨髄採取 

7. 抹消血幹細胞提供の流れ 

  ①白血球を増やすクス地の注射  ②入院 

  ③血液成分分離 ④抹消血管細胞採取 ④返血 

８. まとめ 

●提供希望者・ご家族の同意の上、提供を進めます 

●適宜医師の診断を受け、提供者の健康に留意する 

●提供の方法は２種類(骨髄提供・抹消血幹細胞提供) 

●提供の際の医療費・交通費等は負担無し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【四つのテスト】                    花輪 孝一 会員 

【 閉 会 点 鐘 】               宇津木 茂夫 会長 

【会報委員会】 大石 佳 委員長 写真：大石 佳 委員長 

 

 

貴重なお話を 

有難うございました。 


