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Weekly Report 
「ロータリーはこれからの思い出づくり/原点を見つめて」 

本日の例会 ゲスト卓話 三谷秀和 会員                     次回例会  祝日休会 

《ゲスト卓話》 

『輸血のはなし』 

       長崎県赤十字血液センター 

所長 松尾 辰樹氏 

 

血液は古代から特別視されており、様々な迷信など

の元にもなっていました。近代的な輸血が行われたの

は 19 世紀になってからで、1900 年の ABO 血液型の発

見以降、欧米で急速に発展しますが、それには戦争が

大きく関わっていました。 

日本で初めての輸血は約 100 年前に行われました

が、それから 30 年は枕元輸血の時代でした。これは

患者の枕元で供血者から採血し、その場で輸血をする

というやり方です。しかし、第二次大戦後、これで梅

毒に感染した事件が問題になり、民間血液銀行が各地

に設立されることになります。ガラス瓶での冷蔵保存

で梅毒感染を防止できるという理由からです。ところ

で血液銀行は血液を買い集めていましたが、経済的に

困窮した人が繰り返し売血を行い、これが“黄色い血

液”として新たな問題になりました。輸血の効果が少

ない上に、輸血を受けた人の半分が輸血後肝炎になる

ことがわかってきたのです。そのような時に起こった

のが 1964 年のライシャワー駐日米大使刺傷事件です。

売血の輸血を受けた大使が輸血後肝炎になったこと

から、政府は閣議決定で売血をやめて、無償の献血制

度に移行することを決めます。献血制度が確立すると

輸血後肝炎は以前の 1/3 以下に減りました。また、

1980 年代に必要な成分だけ取り出して使う成分輸血

の時代になると、輸入された血漿製剤で HIV 感染が広

まった、いわゆる薬害エイズ事件も起こりました。 

これらの諸々の過去の反省を踏まえて、2003 年に

血液法が成立し、国、地方自治体、日本赤十字社、医

師のそれぞれの責務が定められ、現在、これに基づい

て血液事業が運営されています。その後のウィルス検

査法の進歩や副作用の解明により、日本の輸血は世界

的にもトップレベルの安全性を保っていますが、最近、

若年献血者の急速な減少という更なる問題が浮かび

上がっています。 

  

 

《会長挨拶》 
                 森 豊 会長 

※手の内 
手の内とは「釈迦の手の内」という言葉から出来た言

葉です。キントン雲に乗って孫悟空がいたるところに

落書きをしていたので懲らしめのため、お釈迦様が天

竺の柱に名前を書いてくるようにと言う。孫悟空はキ

ントン雲に乗り名を書き帰ってくる。このことを孫悟

空は得意満面自慢話をしていると、お前の書いた落書

きはこの私の指に書いただけなのだと、天竺までの

10 万余里を走ってきたと自慢しても高々私の手の内

での出来事なのだと、自慢する孫悟空を叱り諭したと

いうお話です。 
ある時、パチンコ屋の裏方をみる機会がありました。
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【本  日】会員数 44 名  出席 20 名 欠     席 9 名  出席規定免除会員（15）  出席 12 名     出 席 率 70.73％ 

【前々回】会員数 44 名  出席  21 名 メークアップ 8 名   出席規定免除会員（15）  出席 9名     修正出席率 100.00％ 

佐世保北ロータリークラブ  2018～2019 年度 ＲＩ会長 / バリー・ラシン  ガバナー/福田金治 



そこには防犯カメラの下に全てのパチンコ台の現状

を把握できる機械が備付けられていた。これで甘釘に

するかどうかは自由自在にどうにでも出来るのだと

わかりました。最初の内は儲けるように常連客にし、

俺はパチプロだと思わせておいて、そろそろパチンコ

屋が儲かるようにとフィーバーがかかりにくくして、

どんどんお金をつぎ込ませ、それでも足りずにサラ金

に手を出させ、挙句の果ては返せないので首吊り自殺

なんてよくある話です。手の内がわかれば踊らされて

いることがわかります。それでもパチンコやります

か？他のギャンブルも同様です。ギャンブルで家が建

ったなんて聞いたことがありません。「稼ぎに追い付

く貧乏なし」今年も仕事一途に頑張りましょう！！ 

 
 

 

《幹事報告》 

          松田信哉 幹事 

１．例会変更  

・松浦ＲＣ 

2 月 1 日（金）12：30→2 月 2日（土）18：00～ 

松浦シティホテル 

（平戸・北松浦・松浦 合同例会のため） 

2 月 15 日（金）12：30→2 月 16 日（土）15：45  

江迎地区文化会館 

（北松浦 RC50 周年記念式典のため） 

・佐世保東ＲＣ 

2 月 14 日（木）休会（定款第 8条第 1節により） 

 

 ・佐世保西ＲＣ 

  2 月 12 日（火）休会（定款第 8条第 1節により） 

 

 ・ハウステンボス佐世保ＲＣ 

  2 月 26 日（火）12：30→18：30～  

ホテルヨーロッパ 吉翠亭（夫人同伴例会のため） 

 

２．来 信  

 

 ◆佐世保中央ＲＣ 

第 6回市内ＲＣ会長・幹事会 議事録 

 

◆海上自衛隊佐世保地方総監部 

  佐世保鎮守府開庁 130 周年記念演奏会のご案内 

  日 時：平成 31 年 3 月 23 日（土） 

午後 2時～午後 4時（開場午後 1時） 

  場 所：アルカスＳＡＳＥＢＯ 大ホール 

 

３．伝達事項 

 

 ①本日、1/28（月）16：20 より佐世保高専にてイ

ンターアクトクラブ例会を開催致します。 

②2/3（日）諫早Ｌ＆Ｌ ホテルセンリュウにて地

区補助金セミナーが開催されます。ご出席の方 

  （蒲池会長エレクト、村瀬次年度幹事、中山社会

奉仕副委員長、事務局）はよろしくお願いします。 

③ガバナーエレクト事務所からのアンケート提出

がまだの方は事務局までよろしくお願い致しま

す。 

④第6回理事会議事録を皆さんのセルフBOXへいれ

ております。 

⑤次回例会は会員卓話 三谷秀和 会員です。 

 

 

《委員会報告》 

 

渡会祐二 ロータリー情報委員長 

2 月 4 日 18 時 30 分より、次年度会長、幹事予定者

研修会をグランドファーストイン佐世保にて開催

いたします。 

ご出席の皆様はどうぞよろしくお願い致します。 

 
緒方信行 35 周年記念事業委員長 
・本日委員会開催 

・5月 12 日の城島高原の出欠について 

 
緒方信行 国際奉仕委員 

4 月仁川訪問のお知らせ 
 
宮﨑有恒 35 周年記念事業委員 
創立 35 周年記念誌・原稿寄稿のお願い 

2 月末締め切りです。 

会員皆様の原稿をお待ちしております。 

 
宮﨑有恒 インターアクト委員長 

1 月 26 日長崎国際大学にて「インターアクト後期

指導者研修会」が開かれ、小川寛地区委員と佐世保

高専より学生 3名、顧問の森下先生が出席されまし

た。 

 

 

 

 



IT 会報委員会 委員長 /公門新治   委員 / 中島閏二 船津 学 松田亜由美 小西研一  （記事担当 小西研一） 

本日の合計 38,000 円    累計 881,000 円 

《ハイライトよねやま》 

 

海外応募者対象奨学金申し込み状況 

2019学年度の海外応募者対象奨学金には昨年12月

15日の締切までに、世界27の国・地域から135件の申

し込みがありました。このうち、必須書類未提出や、

勉学のため来日歴があることなどによる無資格が51 

件あり、最終的な有効申込数は84 件（複数校を併願

している者の重複を含む）となりました。 

有資格者の国・地域別ではベトナム、インドネシア

が多く、ロータリー地区別では34地区中23地区で申し

込みがあり、最も多い第2750地区が20件、次いで第

2760地区が19件となっています。 

当会事務局で応募書類をチェック後、1月中旬に各地

区へ応募書類を郵送し、地区選考委員会による選考を

経て合格者が決定します。 

海外応募者対象奨学金は2019学年度から正規の奨

学金プログラムとなります。海外在住の日本留学希望

者が個人で直接応募できるため、国籍や人材の多様化

を進めることが期待されています。 

 

2019-20 年度地区米山記念奨学委員長 

セミナー開催報告 

12 月 11 日、次年度地区米山記念奨学委員長を対象

とする第１回セミナーを開催し、齋藤直美理事長、水

野 功常務理事、全 34 地区の次期米山奨学委員長（代

理含む）にご参加いただきました。 

午前は、当会評議員であり第 2700 地区米山奨学委員

長の吉田知弘氏から、「委員長を経験して気付いた米

山事業の魅力と可能性」、また、第 2530 地区ガバナー

ノミニーであり地区米山奨学委員長の石黒秀司氏よ

り「ＲＩ第 2530 地区の事例」について、熱く語って

いただきました。午後は事務局から各種資料説明、続

いて 4 グループに分かれて理解促進や奨学生選考と

育成、学友会などについて活発な意見交換をしていた

だきました。 

次期地区米山委員長セミナーは年 2 回開催してお

り、次回は 6月 20 日に予定しています。 

 

 

【国際大会（ハンブルグ）での寄付者行事】 

 

2019 年ロータリ

ー国際大会は、 

6 月 1～5 日に

ドイツ・ハンブルグのハンブルグ・メッセで開催され

ます。 

◆ ロータリー財団「レガシー」フォーラム 

（招待者のみ） 

◆ ミュージアムでの思い出の夕べ（招待者のみ） 

◆ Schuppen 52 での素晴らしい夕べ（招待者のみ） 

上記寄付者行事へは My ROTARY からご登録くださ 

い。（My ROTARY へのログイン必須、招待者のみ） 

2019 年 4 月 15 日までの先着順となります。また、

定員となり次第受付を終了する場合があります。 

国際大会への登録については、こちら国際大会のイ 

ベント情報、上記行事の詳細については、下記 

http://www.riconvention.org/ja/hamburg/events 

 

(公財)ロータリー日本財団 領収証の発行について 

2018年7月から 12月までのご寄付の確定申告用領

収証は、2019 年 1 月末にクラブ宛に発送しましたの

でご確認下さい。なお、1 月から 6 月までのご寄付

分については 7 月末にクラブにお送りしております 

※法人名での領収証は、ご寄付をいただいた後に随時

発行・発送しております。 

 

 

《ニコニコボックス》 

松尾重巳 親睦活動委員長 

 

森 豊 会長 中野雄一郎 副会長 松田信哉 幹事 

長崎県赤十字血液センター 松尾辰樹様の卓話、拝聴

させていただきます。残念ながら会長・副会長共に、

献血はできない年齢ですが、田島副幹事、ピンチヒッ

ターがんばってください。 
 
牧野博一プログラム委員長 

本日、卓話をお願い致しました長崎県赤十字血液セン

ター所長 松尾辰樹様、長崎市よりお越しいただきあ

りがとうございます。色々とご指導頂きますようお願

い申し上げます。 
本日の卓話楽しみに拝聴致します。 
 

豊島揆一君 福田俊郎君 平石晃一君 永田武義君 

藤井良介君 緒方信行君 古賀新二君 湯口純二君 

宮原明夫君 峯 徳秀君 二ノ宮健君 松永祐司君 

小川 寛君 近藤竜一君 松尾重巳君 田島 慎君 

公門新治君 船津 学君 八木順平君 中川信次君 

井上隆三君 鐘ヶ江和重君  

本日のゲスト卓話は長崎県赤十字血液センター所長

の松尾辰樹様をお招きして「輸血のはなし」と題して

卓話をいただきます。 
会員一同楽しみに拝聴させていただきます。よろしく

お願い致します。 
 

 

 


