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四つのテスト 

１． 真実かどう 

２． みんなに公平か 

３． 好意と友情を 

深めるか 

４． みんなの為に 

なるかどうか 

例会報告 

第２７５１回（２０２１年９月２２日） 

出席報告 

欠席会員  

糸洲、大原、松島、上原、大城（博）儀部、大庭、 

福重、久保、渡慶次、丸橋、小林、比嘉（芳）、堀井、

龍、水城、比嘉（良）、仲本（幸）、照屋（紀）中野、

照屋（圭）、松野下、瑞慶山会員 

ゲスト 

眞喜志 淳様（ゲストスピーカー） 

ニコニコＢＯＸ

合計￥２９，０００ 累計￥８１，０００ 

高田和泰 今年第５０回沖縄県美術文化祭・写真部門

に於いて２点入選しました。本展示開催

日１０/１６～１０/２４（新都心）会場： 

沖縄県博物館美術館、入場無料です。 

城間久美子 高田会員沖縄県美術文化祭写真部門２点

入選おめでとうございます。 

同じ会員としても誇りに思います。 

石川正一 久しぶりの例会参加となりました。 

 皆様の元気な顔を見て楽しいです。 

 

 

 

 

 

楽しい例会にしましょう！ 

慶佐次 操 皆様８週間振りのご無沙汰です。 

本日は秋晴れ、例会をお楽しみ下さい。 

大城純市 コロナ禍でも会員の皆様にお会いできて 

 とても嬉しいです。コロナに負けず頑張り

ましょう！ 

７月お誕生日祝い 

新垣裕道（７月１日）照屋紀江（７月２日） 

大嶺 香（７月８日）大原 博（７月１２日） 

渡慶次 馨（７月１９日） 

８月度お誕生日祝い 

関根貴弘（８月３日）安里文雄（８月１０日） 

水城利治（８月１５日）中野 昇（８月１５日） 

上原 勉（８月１８日）久保以明（８月２２日） 

平尾慎一郎（８月２７日）石垣 伸（８月２８日） 

糸洲 昇（８月２９日） 

９月お誕生日祝い 

比嘉広明（９月１９日）比嘉良友（９月２４日） 

６月度皆勤バッジ 

伊野波盛求（５１年） 

７月度皆勤バッジ 

崎原信一（４４年）糸洲 昇（３０年） 

松島寛行（２２年）宮内一郎（１１年） 

比嘉広明（９年） 

８月度皆勤バッジ 

名幸俊海（３６年） 

 会長報告 慶佐次 操 

皆様こんにちは、8 週間ぶりの例会です。どうぞお楽

しみ下さい。2 件のご報告と表彰を行います。 

１．休会中に新聞の記事、又は TV の番組などで取り

上げられた当クラブの会員、他 RC の活動、それ

らがロータリーの広報・公共イメージに繋がるも

のとして、ご報告致します。（敬称は略します。） 

会員数 出席数 欠席数 出席率 
前々回 

訂正出席率 

５５名 ２８名 ２３名 ５５％ ６８％ 

那覇西ロータリークラブ 
国際ﾛｰﾀﾘｰ 2580 地区 創立 1962 年 6 月 4 日 

本日のプログラム 

９月２９日（水） 

・点鐘

・ロータリーソング

日も風も星も

・会長報告

・幹事報告

・誕生日祝い・皆勤バッ

ジ（７・８．９月）

プログラム案内 

会 長 慶佐次 操 副会長：比嘉芳直・大庭 憲 

幹 事：平尾慎一郎 

例会日 毎週水曜日 12 時 30 分 

例会場 沖縄ハーバービューホテル 

事務局 那覇市松山 1-1-14 那覇共同ビル６階 

ＴＥＬ：８６１－７８２４ ＦＡＸ：８６１－７８２５ 

TEL：861-7824 FAX ：861-7825

TEL : 098-861-7824 FAX : 098-861-7825



 

２．照屋 圭太 

（7/22 沖タ、照正組 与那原町社協へ寄付） 

・大嶺 香 

（7/29 沖タ、糸満市へゼンリン地図寄贈） 

 ・安里 清榮（8/29 RBC、百添アワー 

「ウチナー紀聞、クガニムイ」） 

・大庭 憲（9/1 琉新、大庭学園防災士養成認証） 

・瑞慶山 秀彦（9/1 沖タ、ＮＡＨＡマラソン 

本部長挨拶） 

・那覇北 RC（9/17 QAB、 

那覇看護専門学校へ iPad10 台寄贈） 

 ・那覇南 RC（9/21 秋の交通安全活動） 

２．高田 和泰会員が第 50 回沖縄県芸術文化祭写真部

門において、写真 2 点が入選致しました。10 月 16

日（土）～24 日（日）まで沖縄県立博物館美術館に

て展示されていますので、是非ご覧になって下さ

い。 

３．米山功労者基金寄付への表彰者 

・伊野波 盛求会員(第 30 回当クラブのビックドナー) 

・比嘉 広明会員（第１回）・那覇西 RC 

    

 
 

幹事報告 

・10 月 13 日(水)那覇西ロータリークラブ主催献血活動

場所:沖縄ハーバービューホテル駐車場 

※マスコミ等でも

案内があります

ように輸血用血

液不足が起きて

います。血液を

必要としている

方が多くいます

のでこの機会に

会員の協力と献

血に行く方を増やすことを目標にこの事業を頑張り

ます。 

・7 月と 8 月の理事会でも承認いただきましたロータ

リークラブのオリジナルポロシャツのサイズを報告

頂いた 25 名の方は本日事務局で受け取れます。まだ

サイズを報告頂いていない方は事務局にお伝え頂け

れば手配いたします。10 月の献血活動時にはロータ 

 

リーポャツを着て公共イメージのアップも図っていき 

たいと考えています。 

 

卓話 

沖縄県赤十字血液センター 

献血推進課 課長 眞喜志 淳 様 

 

日本赤十字社の事業は 

命を救う活動として三つの事業がある 

国内災害救護・国際活動・赤十字病院がありその中に 

血液事業の献血が入っており厚労省が所管し、毎年の 

献血者数の目標値は国の方針に従い設定され、日本赤 

十字社が日本唯一の採血事業者である。 

献血事業は国、都道府県、市町村、企業や学校関係 

等の協力の下でなりたっている。献血の募集活動は専

門の社員が企業や公共団体に献血バスを受け入れて頂

く交渉を行い近隣への広報活動なども行う。 

献血によって集まった血液は福岡の専門の製造所に 

送られ、検査と患者さんに届けられる準備を行う。5 

年前まで沖縄にも製造所があったが維持費の問題で九

州は福岡に集約されている。血液センターは 24 時間体

制で患者さんに血液を届けている。ここまでが赤十字

の事業になります。 

献血推進が皆様にお願いしたい活動です。 

献血とは健康な方が自発的に血液を提供いただくこと

で(ボランティア)、強制的に行ったり有償で行なう事

は献血とは言わない。日本国内では売血は行われてい

ない。 

血液は人工的に作る事が出来ないので皆様からの献

血によって患者さんの命を救っている。長期保存がで

きない生きた細胞です。赤血球製剤で 21 日間の有効期

限で最も短い血小板製剤は 72 時間で使用期限切れとな

る。血液製剤の使用目的は輸血となりますが、使用さ

れるケースで最も多いのが癌の治療に使われている。 

全国で 1 日約 3000 人分が輸血されているので、献血

で必要な人数は検査による控除も踏まえ 1 日 1 万 4000

人の献血協力が必要。 

献血確保のための取組の街頭での声掛けによる活動

がコロナ禍によって厳しくなっている。公共物やマス

コミ等に掲示を協力頂いている。最近は芸能人やアニ

メを使って若者の協力促進を行っている。 

みなさまへご協力頂きたい事は、街頭での呼びかけ

や従業員へのお声かけでの献血確保をお願いしたい。 

コロナ禍対策として「ラブラッド」という献血 Web 会

員を募集し献血を推進している。積極的に登録をお願

いします。 

輸血を受ける患者さんは高齢の方が多く、献血を支

える方は 40～50 代が最も多い。10 代 20 代の若者の

献血が非常に厳しい状況のため学校等への促進活動を

強化している。 

サンキューレターとして患者さんからも多くのお礼 

の言葉も頂いており促進活動に繋がっている。 

献血は皆様の善意でなりたっており「広げよう献血の 

輪」と言う事で輪を広げて頂ければと思います。 


