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皆さん、こんにち。会長挨拶をさせて頂きます。本日は早朝より献

血活動に、ご協力を頂きありがとうございます。また、打ち水の大作
戦のひしゃくの配布も行い会員の皆様、お疲れ様です。

今週は、7月27日にさいたま共済会館にて、ロータリー財団部門セミ

ナーに島村直前会長、齋藤幹事と出席しました。「未来の夢計画」が

本年度より本格的に導入されます。2770地区はすでにパイロット地区
として2010年7月よりすでに導入されています。内容については、セ
ミナー報告でさせて頂きます。

さて、本日は献血の歴史について考えてみたいと思います。献血の

制度は1952年に日本赤十字社血液銀行東京業務所が開設されたことか

編集責任者・
クラブ広報委員長

らスタートしました。当時は売血の制度があり、アルバイトに売血を

野瀬 将正

することが行われていました。しかし、売血による血液は質が悪く輸

血後の肝炎の発生や売血者の健康の悪化が問題となりました。1962年
に「黄色い血」追放キャンペーンが行われ、血液事業の改善が行われ

始めます。1964年に政府が、輸血用血液は献血により確保する方針を
各業界決定しました。1974年民間商業血液銀行から、輸血用血液は献
血によって賄われることとなります。1975年から「はたちの献血」の

行事予定
8月22日 上平公園にてラジオ体操
早朝例会（6:30〜7:00）
（例会場・時間変更）

ラジオキャンペーンが実施されました。1982年には、生化学検査の通
知行われています。このころからすでに31年が経過しています。

それでは、日本人の血液型の割合はどの様か調べてみました。A型が

最も多く39％、次にO型で29％、3番目にB型で22％、最も少ないのが
AB型の10％です。世界では、地域によって異なりますがO型が最も多

8月29日 卓話 大塚崇行会員

いようで、人類の基本はO型の血液から始まったようです。日本は南方

（時間変更）

の島伝いや朝鮮半島よりO型の血液が入り。次に樺太、北海道からB型

が入り。最後に中国南方よりA型が北九州方面から入ってきたようです。

この様な、民族の移動により血液型も変化したようです。O型は最古の
狩猟民族を起源にしているようです。この為、免疫力が強く、激しい

運動に耐える身体能力を持ち、肉食を好むとのことです。南半球はO型。
北半球の北部はA型。A型は農耕民族であり、農耕社会によって勢力を
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伸ばしました。B型は東アジアからモンゴルの遊牧

きております。
こちらに参加希望の方は事務局にお申し

血液型の進化型のようです。この様に考えますと、

◆第2770地区、地区大会、ポリオ撲滅記念ゴルフコン

込みをお願いいたします。

民や移動.民族からと考えられるようです。AB型は

ペが１０月７日（月）、
プレステージカントリーで行われま

人類の移動の歴史や日本人のルーツについて色々と

す。登録料１人5,000円となっております。参加希望者

考えられます。ご興味のある方は、この夏の読書の
テーマにいかがでしょうか。

はお早めに事務局までご返事をお願いいたします。

本日も、よろしくお願いします

より恵比寿亭で行われます。出欠回答がまだの方はお

◆８月８日（木）、島村直前会長を慰労する会が18:30

以上をもちまして、会長挨拶とさせて頂きます。

幹

事

報

返事をお願いいたします。

告

以上、幹事報告とさせていただきます。

齋藤哲雄幹事

誕生祝い

皆さんこんにちは。暑い

中の例会、お疲れ様です。

幹事報告をさせていただき

ます。

◆会長挨拶の中にもあっ

たように、本日午前10時か

ら上尾駅東口前に於いて、献血と、打ち水大作戦で柄杓

の配布を行っております。担当である社会奉仕委員会の
会員の皆様方、
また横山委員長、最後までよろしくお願

い申し上げます。それと会員の皆様方のご協力を切にお

大塚信郎会員

願い申し上げます。

皆さんこんにちは。誕生祝

◆今月より、前に貼ってあります「ロータリーの目的」
「四

い、ありがとうございました。

つのテスト」の看板を新調させていただきました。

私は７月７日生まれ、今

◆８月度のロータリーレートは１００円となりました。

これから行われるセミナーのご案内をさせていただ

年で６４歳。来年の今頃は

◆８月３日（土）、米山記念奨学部門セミナーが行われ

すので、それまでは少なく

年金を貰えるようになりま

きます。

ます。
こちらには関口会長、名取パスト会長にご出席い

とも一生懸命働いて頑張りたいと思います。先週の欠席

◆８月１０日（土）、管理運営部門セミナーが行われます。

バナー事務所で行われ、そちらに参加していたためです。

したのは、RLIのディスカッションリーダー研修会がガ

ただきます。

関口会長、久保田クラブ管理運営委員長、大塚崇行ロ

また先週は水・木曜日に人間ドックに行ってきまして、
２

◆８月１１日（日）、インターアクトの情報交換で関口会

す。私の年齢に近い方はそういった方面で注意が必要

ンターアクト年次大会には、上尾高校インターアクト部

がでていました。すると担当ドクターが１００人潜血反

つひっかかりました。
１つは潜血反応、
１つは前立腺で

ータリー情報委員長にご出席いただきます。

かなと思います。潜血反応は２回提出して２回とも反応

長にご出席いただきます。
また同日行われる、第２６回イ

応がある人のうち３人に悪性腫瘍がありますが、たいし

の生徒たちに参加いただきます。

◆８月３１日（土）、広報部門セミナーにも関口会長にご

３
たことではありませんので心配するなと言いましたが、

◆第１２回日韓親善会議の２泊３日のツアーの案内が

でしょうかね? 非常にいま恐怖感におののいている

％という確率は、藤村先生、高いのでしょうかね、低いの

出席いただきます。
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私です。以上、近況報告を述べまして、お礼の言葉に代

えさせていただきます。ありがとうございました。
藤村

で天体観測をツアーの人に案内してもらいながら、結構
大きな望遠鏡を見させていただきました。そこで自分が

誕生日だと伝えたら、
ツアーガイドがウクレレでハッピー

作会員

バースデーを弾いてくれました。今までにない経験をさ

皆さんこんにちは。

せていただいて、いい誕生日だったなぁと思っておりま

大塚パストガバナーの潜血

す。
このような経験は一生のうち今回限りかなぁと思う

反応ですけど、
２回とも陽

のですが、家族と一緒にゆっくり過ごせましたし、
このよ

性ということは検査を早め

うな経験もできたので、非常に思い出深い誕生日になり

にしておいた方がいいかと

ました。
４６歳ということでこれから先まだ定年まで長い

思います。
２回のうち１回の

反応ならほとんどの人がなんでもない場合が多いので

すが、
２回反応がある人はなにかあるかなぁという気が

します。皆様もお気をつけください。

ですが、ロータリーともども頑張っていきたいと思いま

すので、
これからもどうぞよろしくお願いいたします。あり
がとうございました。」

誕生日は７月２６日（金）に４６歳になりました。そろそろ

クラブフォーラム

50歳代がみえてきて、少々不安なところもあります。

会員増強について

先週例会を欠席したのは、夏休みでハワイ旅行に行

関口和夫会長

ってきました。今回はホノルルには行かずハワイ島に１
週間ずっといました。ハワイ島というのはハワイの中で

いちばん大きな島で、
レンタカーでずっと巡っていたの

ですが、誕生日の日に「星を観測するツアー」で星座を

勉強してきました。ハワイ島にはマウナケア、マウナロア

という標高4,000m級の大きな山が２つあり、そこで天

充填および未充填職業分類表を見ながら未充填の

分野で、会員増強について話し合いを実施しました。
こ

のような話あいを定期的に設けて、会員増強につなげ

たいと思います。本日はありがとうございました。

体観測をすると非常に見やすいので、世界中から天文
台・天体望遠鏡が集まっているところなんですね。そこ

8月1日
（木）、上尾駅東口 まるひろ前で、献血のお願いを行いました。

ご参加・ご協力をいただきました皆様、
ありがとうございました。

上尾ロータリークラブ主催

打ち水大作戦
2013 年 8 月 1 日（木）

於：上尾駅東口

打ち水大作戦にご参加いただいた皆様、
お疲れ様でした。

スマイル

28,０００円

■関口会長 献血、打ち水 お疲れ様です。
■齋藤哲雄幹事 社会奉仕委員会 横山委員長、献血、打ち水よろしくお願いします。

会員数
欠席数

３５
10

前々回確定
修正（％） 94．29

出席数 ２5
（％） 71.43
欠席数 2
（Ｍ・Ｕ） 6

■大塚信郎会員 献血、打ち水、御苦労様です。
■富永建会員 「4つのテスト」の看板新しくなりました。100周年迄持たせましょう。
■名取勝会員 来週の島村直前会長の慰労会、よろしくお願いいたします。
武重会員 岡野会員 吉川会員 小林会員 神田会員 大木会員 細野会員
島村会員 齋藤博重会員 藤村会員 横山会員 須田会員 樋口会員 野瀬会員
宇多村会員 古賀会員 長沼会員 斎藤修弘会員
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例会日 毎週木曜日 12：30〜13：30
事務所 〒362-0035 埼玉県上尾市仲町1-8-31 新和エクセルビル303
例会場 東武バンケットホール４F（ポリアス） ＴＥＬ/ＦＡＸ 048-775-7788
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