
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1330 回 （本年度 13 回） 

平成 27年 10月 15日（木） 例会 

点  鐘  市 川 功 一 会 長 

司  会   古 越 孝 男 会場監督 

斉  唱 「それでこそロータリー」 

会員出席報告 徳安 久是 親睦委員 

欠席者：工藤会員、髙木会員、都倉会員 
 

お客様紹介 市川 功一 会 長     
中川 重治 様 （中原警察署生活安全課 課長）     

田中   明 様 （中原防犯協会 会長）  

戸川 俊雄 様  (川崎北 RC) 

関   孝篤 様  (川崎北 RC) 

齋木   貴 様 （川崎北 RC） 

金子 利昭 様 （川崎中 RC 会長） 

細山勝三郎様 （川崎中 RC） 

内野   徹 様  (川崎とどろき RC 会長・ 
ホストファミリー) 

内田 治彦 様（川崎とどろきRC・社会奉仕委員長） 

Mikaela GALVEZ ORDONEZ さん 
(ロータリー青少年交換学生・エクアドル） 
 

防犯ネット贈呈式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

青少年交換学生ご挨拶ミカエラ・ガルベスさん 
 
川崎市立橘高校２年生 

趣味はダンス 

好きな食べ物はとんかつと 

天ぷらです。 

一年間よろしくおねがい致します。     

中原防犯協会会長ご挨拶 田中   明 様 
毎年ありがとうございます。 

安心安全で明るい町づくりに役立てます。 

中原警察生活安全課課長ご挨拶 中川 重治 様 

中原区内の犯罪状況。多い順に「自

転車盗」は鍵をかけていても盗まれ

る。「振り込め詐欺」被害は今のとこ

ろ 6,500 万円です。「ひったくり」は

深夜オートバイで後ろからやられま

す。「交通事故」はだいたい前年と同

じくらいです。 

本日のミニ情報 市川 功一 会長 

日本の交通事故の死者は、1970 年が最高で 16700 人。

その後減少し昨年は 4100人と 14年 連続減少しています。

世界はどうか調べると人口 10 万人当たりの死者は日本 

が 4.5 人、イギリス 3.8 人、フランス 6.4 人、イタリア 6.8、

ニュージーランド 8.6、アメリカ 10.7、 韓国 11.3 と世界

でも少ない方です。これを見ても日本は安全、安心な国と

言えます。 

会長報告 市川 功一 会長（10 月 22 日） 

１．第 3回会長･幹事会開催のお知らせが届いております。 

  日時：2015年 11月 4日(水) 18：00～ 

  場所：とうふ屋うかい鷺沼店   
幹事報告 会田 公雄 幹事（10 月 22 日） 

１．地区からの来信 

①地区大会の本会議にて新会員登壇のご連絡。 

 11月14日(土) 14：35-14：50 パシフィコ横浜会議 

センター（集合は､14：10 地下１階フォワイエ） 

※今回の対象者は、江口会員･神谷会員の2名です。 

ご予定の程よろしくお願いいたします。 

②第32回青少年指導者養成プログラム（ＲＹＬＡ） 

開催のご案内が届いております。 

 開催日：2016年2月20日(土)～21日(日) 一泊二日 

 場 所：横浜市野島青少年研修センター 

※パンフレットをポスティングさせて頂きました。 
２．ピース・フィールド・ジャパンより、ニュース 

レター19号が届いております。（回覧） 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２５名 ２０名 ５名 ８６．９６％ 

前々回(10月 1日)欠席 4名 Make up 2名 １００．０％ 

 

 
 

 川崎中原ロータリークラブ会報 川崎中原ロータリークラブ会報 

◆例会場 ホテル精養軒 木曜日 PM12:30～（第 2 週 AM7:30～）TEL:044-711-8855（東横線 武蔵小杉駅徒歩 3 分） 
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会長・市川 功一  幹事・会田 公雄  会場監督・高瀬 建夫  会報委員長・戸張 裕康   

事務所・〒211-0063 川崎市中原区小杉町 3-70-4 ホーユウパレス武蔵小杉 104 
TEL.044-722-7282 FAX.044-722-0066 E-mail:info@nakahara-rc.com 

 

『世界へのプレゼントになろう』 Be a gift to the world 

ＲＩ会長 K.R.“ラビ”ラビンドラン 第２５９０地区ガバナー 箕田 敏彦 



３．他クラブ例会臨時変更 

●川崎高津南RC  
10月26日(月) 職場訪問 キリンビール横浜工場 

 11月 9日(月) 移動例会 久本小学校花壇整備  
11月16日⇒14日(土) 移動例会 地区大会出席 
11月23日(祝･月) 休会 

●川崎西北RC  
10月29日(木) 夜間例会 柏屋 点鐘18：30 

 11月12日⇒14日(土) 移動例会 地区大会参加 
●川崎中央RC  

11月2日⇒14日(土) 地区大会参加 
 11月23日(祝･月) 休会 

11月30日(月) 3RC合同例会 川崎日航ﾎﾃﾙ 
●川崎中RC  

11月 3日(祝･火) 休会 
 11月10日(火) 夜間例会 ﾎﾃﾙ精養軒 点鐘17：30 
 11月24日(火) 休会 
●川崎高津RC  

11月12日⇒14日(土) 移動例会 地区大会参加 
 11月26日(木) 夜間例会 ﾎﾃﾙＫＳＰ 点鐘18：00     
卓 話 戸張 裕康 会員 
 

社会奉仕（社会奉仕委員長の時）

の活動の中で一度 4 年間かかわっ

た「献血」をお話したいと思います。

自分自身では川崎駅の「ルフロン」

の中と溝の口の駅前にある献血ル

ームで年 2 回くらい献血している

くらいだったのですが… 

たまに献血ルームの前を通ると、い

つも各血液型の不足状況が書かれたプラカードを持ち、

献血を呼びかけている人を見かける。私が見るときは毎

度、「超ピンチ」などと書かれているのがきまって O 型な

のだが、これって気のせいだろうか。もし、常に O 型が

不足しているとしたら、それはなぜ？ 

「日本人には O 型が多いから」という理由だとしたら、

A 型も多いはずだ。それに、輸血を必要とする人が多けれ

ば、献血する人だって多そうなものなのに……。 

もしかして O 型は献血する人が少ないなどの理由があっ

たりして……？ 

実は自分も O 型だが、献血をこれまで何度かしたなかで、

血圧が高くなって途中で中止したことが 2回ほどあった。

以来、ちょっと足が遠のいてしまっていて、申し訳ない

気分になる。 

 東京都赤十字血液センターのウェブサイトを見ると、

「血液型天気予報（400ml、200ml）」という項目があり、

4 月 13 日〜19 日の状況では、A 型と B 型、AB 型が晴れ

マーク（何とか間に合いそう）で、O 型のみが傘マーク

（かなり足りなくなりそう）だった。O 型はやっぱり慢

性的に不足しているの？ ちょっと調べてみたら（田幸

和歌子さんという方のブログの中に）「年間通して見ると、

献血をしている人数も使われている血液の量も、だいた

い人口に占める割合（A 型 4、O 型 3、B 型 2、AB 型 1）

に落ち着くのです。でも、確かに、O 型の需要は 3 割よ

りちょっと多く、常に不足している状況ではありますね」

O 型の人に献血する人が少ないなどの事実はなく、実際

には、O 型が輸血の現場で多く使われやすいという理由

もあるのだとか。「輸血の際は、大前提として同じ血液型

を使用しますが、交通事故などの緊急時に血液型がわか

らない場合や、検査できない場合などに、きわめてまれ

ですが、O 型を暫定的に使用する場合があるのです。O

型は全型に輸血できるという理由からです」実際には血液

型がわかり次第、同じ血液型に切り替えるそうだが、こう

したわずかなケースも含めて O 型の慢性的不足が起こっ

ているのだとか。 

ところで、O 型だけでなく、全体的に常に「血液不足」

となっているのは、なぜなのか。「それは血液の有効期限

が短いからです。製薬などですと、1 年ぐらいもつものが

多いですが、輸血用の血液は 21 日後には期限が切れてし

まいます。つまり、1 年分の血液を 1 日で集めることがで

きたとしても、21 日を過ぎたら使えない、せっかくの善

意がムダになってしまうのです」血液は 3 週間を越えると、

まれに混入した雑菌が繁殖し、カラダの外に出た血液だけ

に、栄養がなくなり、赤血球がこわれてくるなどの問題が

あるのだとか。「基本的に、出した分を補充するかたちで、

適正在庫の割合を見て、極端に少なくなる前に早めに手を

打っています。持ちすぎるとムダにしてしまうため、どう

しても自転車操業的になる。それでいつも不足になってし

まうのです」 
 
常に新鮮な血液を過不足なく確保するのは、 

大変なこと。皆さん、献血に行きましょう。 
 

ニコニコ報告  徳安 久是 親睦委員 
金子 利昭様（川崎中 RC） 

防犯ネット贈呈式に参りました。今後ともよろしく 

お願い致します。 

内野 徹様 （川崎とどろき RC） 

本日は交換学生ミカエラ・ガルベスさんと一緒にご挨拶

に参りました。エクアドルより８月１３日に来日し、は

や２か月になります。だいぶ日本の生活にも慣れた頃で

しょうか。一年間宜しくお願い致します。 

細山勝三郎様（川崎中 RC） 

本日はお世話になります。 

戸川 俊雄様・関 孝篤樣（川崎北 RC） 

本日は宜しくお願い申しあげます。 

市川 功一 会長 会田 公雄 幹事  
  本日はお忙しいところを中原警察署の中川様中原防犯
協会の田中様には例会に参加いただき有難うございま
す。今年も４クラブで協力させて頂きますので、よろし
くお願いいたします。 

歌崎 勅男 会員 

今日は北クラブ・中クラブの皆様またとどろきクラブの

皆様多数お見えになって頂き久しぶりに会場がにぎや

かです。内田さんようこそ。 

ＳＡＡ一同 
 インフルエンザの予防接種はお早めに！ 

今年は薬の在庫が少ないようです。 

「みんなニコニコ」  
本日は中原警察署生活安全課課長中川様防犯協会会長田

中様並びに近隣クラブの会長・委員長にはお忙しい中お

越しいただき有難うございました。 
田辺 清夫会員 MR.SUZUKI会員 小泉 正博会員 
原   秀元会員 小林 正樹会員  若狭 滋則会員 
髙瀨 建夫会員         

親睦委員会一同 
本日は防犯ネット贈呈式まことにおめでとうございます。 
 

  
次回 １０月 29日予定 
小泉正博ガバナー補佐を迎えて クラブ協議会 

ニコニコボックス 本日 24,000円 累計 251,000円 

記念日ニコニコ 本日 0円 累計 30,000円 

http://www.tokyo.bc.jrc.or.jp/
http://www.tokyo.bc.jrc.or.jp/tmpfile/tenki/tenki.htm

