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例会状況報告

12月1日

通算1981回

◎本日出席者 ５８名

◎本日出席率９３．５４％

11月17日

通算1979回の修正

◎出席率 ９５．０８％

◎補填前欠席者 １１名

◎欠席補填者 ８名

会長の時間

年次総会のため割愛

本日のお客様

高橋 幸博 様（タカハシ ユキヒロ）
（奈良県赤十字血液センター 所長）
家治 俊行 様（カジ トシユキ）
（奈良県赤十字血液センター 奈良出張所 管理係長）

第6回定例理事会報告

多田会長
①新型コロナウイルス感染拡大のため第2回家族親睦例会（12月6日）
の延期、12月8日振替休会の休会
②退会者：北神会員、中村会員の退会届を理事会で承認
詳細については理事会議事録を確認ください。

年次総会

【多田会長】
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それでは、１２月第一週でございますので、年次総会をさせていただきます。福本指
名委員長、冨川出席委員長、どうぞこちらの方にお願いします。
ただ今より、奈良大宮ロータリークラブ細則第５条第２節（ａ）に基づき、年次総会

を開催します。クラブ細則第４条第１節（ａ）により、会長が議長を務めさせて頂きま
す。それでは、本日の出席報告を冨川出席委員長よりお願い致します。

【冨川出席委員長】
会員総数71名に対しまして、本日の出席者は55名となっております。

【多田会長】
ありがとうございました。只今のご報告のように定足数の規定による３分の1以上を満た
しておりますので、本日の年次総会は成立致します。クラブ細則第３条第１節（ｃ）に
基づき、１１月２４日福本指名委員長より次々年度会長および次年度副会長、幹事、会
計、５名の理事、および会場監督候補者が発表されましたが、改めて福本指名委員長よ
りご報告をお願い致します。

【福本委員長】（指名委員会）

先週例会に於いて指名委員会より次々年度会長および次年度理事役員の候補者を発表
いたしましたが、本日改めて発表いたします。名前を呼ばれた方は起立をお願い致しま
す。
【候補者】
・次々年度会長 谷川千代則 君
・次年度副会長 森山 斗福 君
・次年度幹事 中奥 雅巳 君
・次年度会計 南谷 正仁 君
・次年度理事 楠下 重郎 君

佐川 肇 君
野末 勝宏 君
弓場 裕史 君
清岡 義教 君

次年度会場監督 辻本 和弘 君

【多田会長】
ありがとうございました。それでは、ただ今福本指名委員長より発表されました候補者
の方々に、異議のある方はおられますでしょうか。なければ皆様の拍手をもって、賛成
とさせて頂きます。

（拍手）
ありがとうございました。これで、この議案は成立致しました。
それでは、次々年度会長に選ばれました谷川千代則さん、一言ご挨拶をお願い致します。
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【谷川次々年度会長】

只今の年次総会におきまして次々年度2022-
2023年度の会長に推薦頂きました谷川千代則
でございます。ちょうどロータリーの方に入
会させて頂いて15年目に入りました。まだま
だ本当に未熟な私ですけども、この15年間色
んな先輩方から教えて頂いたこと、またロー
タリーに入ってなかったら経験できなかった
色んな経験等々を糧にしまして、また会員の
皆様のお力を借りまして、この伝統ある奈良
大宮ロータリークラブ、また少しでも地域の
お役に立てるように頑張ってまいりたいと思
います。どうか、よろしくお願い致します。

【福本委員長】（指名委員会）
本日無事、理事役員人事が決定しましたので、これをもちまして、指名委員会を解散致
します。いろいろとお世話になり、有り難うございました。

【多田会長】
続きまして奈良大宮ロータリークラブ細則５条第２節（ｂ）に基づき前年度の財務報告
をお願いしたいと思います。報告は堀内前年度会計にお願いしたいと思います。

【堀内前年度会計】

それでは前年度の会計報告をさせて頂きま
す。詳細はお手元に書類があると思いますの
で、お読み頂ければと思いますので大きな変
更点のみ、ご報告させて頂きます。まず、収
入の部でございますけども前年度最終に入会
者が増えたことにより、入会金を頂きました
ので入会金が増えました。あと、コロナの影
響がありまして例会の休会が多くなったので、
ニコニコが減りました。その他、諸費用分担
金に関しても後期の分は例外が無かったとい
うことでお返しさせて頂いております。それ

を加味しまして予算額の30,127,848円に対して決算額が37,796,783円でございまして、
差額の方が7,669,135円でこちらの方は定期預金も試算に含まれていますので、収入の方
はこれでご報告させて頂きます。
続きまして支出でございますが、こちらの方もコロナの影響により例会の休会等が多かっ
たのが主な原因になりまして、例会費が減り、その他プログラムも例会がなくなったこ
とにより費用も減っております。その他、奉仕プロジェクトはコロナ禍の中でも奉仕活
動を行いましたので、少し減ったという所でございます。以上のことによりまして支出
の部は予算額30,127,648円に対して決算額が23,596,114円、差額が6,531,534円になり、
次年度繰越金は定期預金等を含め14,200,669円ということになりました。以上、前年度
会計報告でございます。

【多田会長】
続きまして奈良大宮ロータリークラブ細則第11条第２節（ｃ）に基づき監査の報告をお
願いしたいと思います。会計監査人は藤井３代前会長にお願いします。
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【藤井会計監査人】

前年度収支決算書および会計帳簿等を監査
いたしました結果、適正かつ正確であると承
認致しました。

【多田会長】
前年度会計に関しましてご意見ご質問等ございませんでしょうか。無いようでしたら拍
手でご承認いただきたいと思います。
（拍手）
有り難うございました。最後に奈良大宮ロータリークラブ細則第５条第２節（ｂ）に基
づき今年度より現年度の中間収支の報告をしなければならなくなりました。
収支の報告は弓場会計にお願いしたいと思います。宜しく御願いします。

【弓場会計】

本年度2020-2021年度の収支決算報告の中間
報告をさせて頂きます。まず、収入の部の決
算額が32,635,730円となっておりまして同じ
く支出の部なんですが前記の地区の分担金返
却等々、色々含めまして支出の決算額が18,52
9,522円となっております。それから、こちら
詳細におきまして本日はございませんが事務
局若しくは私の方へご連絡頂ければコピー等
もお渡しさせて頂きます。よろしくお願い致
します。

【多田会長】
これをもちまして年次総会を終了します。

委員会報告

植村委員長（社会奉仕委員会）
年末飲酒運転根絶運動の件

今週の金曜日12月4日飲酒運転撲滅運動の点
灯式を行いますので、ご出席いただける方は
よろしくお願いします。集合時間は奈良警察
署に10時半、開催は11時からなんですけれど
も10時半にお集まりいただきたいと思います。
当日2名の方にサンタクロースの格好をして頂
きますけれども、突然ですが当日ご指名させ
て頂きますのでご了承くださいませ。以上で
す。
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髙野副会長
第2回情報集会の件

こんばんは。先ほど会長からご報告ありま
したけども12月6日の家族親睦例会、延期とい
うことになりました。その後に続く情報集会
をどうしようかということで理事会で色々話
をしたんですけども、やはり非常に距離が近
くて密になるということで、情報集会も延期
するということになりました。色々と会場の
皆さま、それから班長さん・副班長さん既に
色々動いて頂いてる所申し訳ないんですけど
も、ご了承頂けますようお願い致します。

堀内委員長（親睦委員会）
第2回家族親睦例会の件、第2回親睦ゴルフの件

会長からの報告にもありました様に第2回家
族親睦例会でございますけども、このコロナ
禍の中で延期とさせて頂きます。12月3日に予
定しております親睦ゴルフは開催しますが、
予定しておりました懇親会については中止と
しましたので、ご出席の方はご確認よろしく
お願いします。また、本日例会後の委員会も
家族親睦例会が延期となりましたので、無し
ということでお願い致します。以上でござい
ます。

幹事報告

回覧
・12/15、12/22の例会、年末飲酒運転根絶運動出欠表、台北国際大会出欠表
状差し
・第5回定例理事会議事録、風の便り、12月例会スケジュール表、2019-2020年度収支決
算書、親睦ゴルフ組合せ表
その他
・なし

卓話 講師プロフィール紹介

植村委員長（社会奉仕委員会）

本日の卓話の講師の方のご紹介を申し上げ
ます。先ほども会長からご紹介ございました
が奈良県赤十字血液センター所長で医学博士
でございます高橋幸博様でございます。本日
のお題は『献血の現状及び必要性について』
ということでお話しを頂きます。社会奉仕委
員会としましては年明けに献血活動に協力し
ようと思っておりますので、皆さんお話を聞
いてご協力よろしくお願いします。
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卓 話

高橋 幸博 様（奈良県赤十字血液センター 所長）
題名：献血の現状及び必要性について

こんばんは。奈良県赤十字血液センター所長の高橋です。血液センターに来る前は奈
良県立医大で小児白血病、周産期を20年ほどやってまして新生児の治療をやってました。
血液センターに来させて頂きまして、厚労省の関係で奈良県で今後の献血の事について
活動しております。今日お話させて頂く内容は、なかなか献血といっても何をしている
かということ、献血血を頂いてその後のことを含めてお話させて頂きたいと思います。

以下、卓話要約

・日本赤十字社の“Mission atatement/日本赤十字社の使命
「わたしたちは、苦しんでいる人を救いたいという思いを結集し、いかなる状況下で
も、人間のいのちと健康、尊厳をまもります」

・名誉会長は皇后陛下で厚生労働省の指示のもとに献血を日本赤十字社が行っている。
・日本赤十字社は7つの基本原則（人道、公平、中立、独立、奉仕、単一、世界性）があ

り、献血は日本赤十字社の中の一つの事業で、災害救護や色んなボランティア活動を
している。

・献血：だれかのいのちを助けるために無償で血液を提供すること（命のボランティア）
血液事業は血液法・薬機法の中で行っている。（消毒の回数等も決められている。）

・日頃の献血以外に近年多くの災害があり国内災害救援が年々増えている。
災害のあった地域では献血が出来ないので、日本の各ブロックがお互いに助け合う組
織になっている。
九州の災害の時の例では全国の各ブロックから空輸で血液を送った。

・奈良県の救急医療で血液治療が増えた理由
ドクターヘリが入った。（①奈良県立医科大学付属病院②奈良県総合医療センター
③南和医療センター）
交通外傷、大動脈解離（年齢と共に増えている。）いっぺんに大量の血が必要で①②
で治療ができるようになった為。
日頃血液が必要なのはお産等で一番多いのは白血病。

・採血、献血量は奈良県からも指示が出ている。
・今は白血病は治る病気で、唯一難しい病気は骨髄性白血病。医療がかなり進み骨髄移
植という医療が残されており、これをクリアすれば安心していける。

・一日あたり約3,000人の患者さんが輸血を受けるためには一日あたり約13,000人の方の
輸血が必要。

・最近、急激に増えてきたのは神経難病で治療法が開発された。それに血液製剤が効く
ということが分かってきて急に需要量が増して、慢性炎脱髄性多発神経炎（CICP）力
が入らないものを持ちにくいという脳神経内科という領域が急に血液を使うというこ
とが分かった。
奈良県で調査すると圧倒的に増えてきている。この病気にはずっと血液を使う必要が
ある。

・お届けする血液をより安全なものにするというのが赤十字血液センターの仕事として、
血液の検査を進めている。
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謝 辞 多田会長

高橋様、献血が命をつなぐ、また命をわける立派な奉仕活動であること、良く分りまし
た。ありがとうございました。

・B型肝炎、C型肝炎、HIVなど有害事象がありましたが薬の副作用と同じレベルまで安全
性を担保している。

・今は献血に来られた方でC型肝炎が見つかった場合約99%の人が完治する。また、HIVは
今は慢性疾患になっている。

・E型肝炎が突然出てきて、ジビエにE型肝炎のウイルスがいる。免疫が悪い人は重症化
する。今年から遺伝子検査をすることになった。献血して頂く方には6ヶ月間でジビエ
を食べていただいたら中止して頂く様にしている。

・20代、30代の方で献血して頂く方が急速に減っている。奈良県は全国最下位の一つで
す。なぜかというと、高校時代に献血した人はずっとつづけて頂いてるが、なかなか
高校での献血のアピールができていなくて教育委員会にお願いし、奈良県の公立高校
全部まわらせて頂いて献血のお話をさせて頂いている。徐々に回復してきております。

・献血できなかった人数を調べると奈良県は非常に多い。なぜかというと鉄欠乏症とい
うことが分かってきた。奈良県は野菜の消費量が全国最下位。鉄欠乏症は疲れやすく
なったり、認知機能障害が出てくる。意識し鉄を取ると改善する。

・献血センターでは予約制を進めている。指先の血液で血色素を測定し献血者負担の削
減をしている。奈良県は全国に先駆け3月23日から開始している。また、血圧をきちっ
とコントロールすることもしている。

・新型コロナウイルス感染症に対しての対策も奈良県赤十字血液センターはきちっとで
きている。奈良県では今の所、献血をかえしてのコロナ感染はありません。

・骨髄移植は50～60歳くらいからトラブルが増えている。海外より日本の方が進んでい
る。

急性リンパ性白血病にかかった友寄さんや献血を続けている亡くなられた大学生のお父
さんの動画もあります

詳しくはHP動画をご覧ください
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社会奉仕事業（社会奉仕員会担当）

「飲酒運転根絶！交通安全サンタのクリスマス点灯式及び啓発活動」
日 時 ：2020年12月4日 金曜日 11：00
場 所 ：奈良警察署
参加団体：奈良警察署、奈良県交通安全協会、奈良保育学院附属幼稚園、

奈良大宮ロータリークラブ

奈良警察署の玄関横にて、飲酒運転根絶！交通安全サンタのクリスマス点灯式及び啓発
活動を開催しました。
奈良保育学院附属幼稚園の園児たちが、元気に歌ってくれたり、お手紙を読んでくれた
りし、点灯式終了後には、高齢認知機能検査に来られていた方々へ啓発物品を手渡し、
安全運転の呼びかけを行いました。
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ニコニコ箱 本日計 61,000円 累計 1,043,000円

多田 実 君 奈良県赤十字血液センター所長 高橋幸博 様、本日の卓話宜しくお願い
します。

水野憲治 君 奈良県赤十字血液センター所長 高橋幸博先生、本日はありがとうござ
います。卓話楽しみにしています。

清岡義教 君 2021年1月1日に社名が変わります。永年ご愛顧頂きました保険総研
の「総研」を残し、グローバルにリスクマネジメントを展開するマーシュ
をミックスして「マーシュ総研」になります。引き続き、みな様宜しく
お願い致します。

楠原忠夫 君 先日は辻本幸則さん、お世話になりました。ありがとうございます。
谷川千代則君 受付にカレンダー置いてますので必要な方はご自由にお持ちかえりくだ

さい。
成田和哉 君 先般は結婚記念日に素敵なお花をいただき誠にありがとうございました。
ニコニコ協力 潮田悦男 君 岡﨑真人 君 倉田智史 君 河野里志 君

郡 史朗 君 志茂志津代君 城田真平 君 野末勝宏 君
南谷正仁 君 宮坂勝紀 君 宮西正伸 君 矢追家麻呂君
山口尚紀 君
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●会報・雑誌委員会/國原正記 西村甲児

成田和哉 渡邊あきの webmaster/國原正記

今後の予定

2月2日 卓話（講師：未定・題名：未定）、理事会
2月9日 卓話（講師：仲川げん奈良市長・題名：未定）
2月16日 卓話（講師：新入会員・題名：未定）、結婚・誕生お祝い
2月23日 休会

◆例会変更・休会のお知らせ◆

〈奈良ロータリークラブ〉
一月中の例会 定款第8条第1節cによる休会
※いずれもビジター受付は行いません。

〈大和郡山ロータリークラブ〉
1月18日（月） 定款細則第7条第1節dによる休会
1月25日（月） 定款細則第7条第1節dによる休会
※いずれもビジター受付は行いません。

〈奈良西ロータリークラブ〉
1月14日（木） 定款細則8―1―Cによる休会
※ビジター受付は行いません。

〈奈良東ロータリークラブ〉
1月13日（水） 定款第7条第1節d(3)による休会
1月20日（水） 定款第7条第1節d(1)による休会
1月27日（水） 定款第7条第1節d(3)による休会
※いずれもビジター受付は行いません。

〈橿原ロータリークラブ〉
1月19日（金） 定款8条1―Cによる休会
ビジター受付は行いません。

〈五條ロータリークラブ〉
1月中の例会 新型コロナウイルス感染拡大防止対策として休会
ビジター受付は行いません。

〈やまとまほろばロータリークラブ〉
1月14日（木） 定款第8条第1節Cによる休会
2月11日（木） 定款第8条第1節Cによる休会
2月25日（木） 定款第8条第1節Cによる休会
※いずれもビジター受付は行いません。


