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前回修正

★司会　河口武生 SAA
点鐘　河口武生 会長★
ロータリーソング★

「我らの生業」「四つのテスト」

 ソングリーダー  松中秀司 会員

山崎美津夫

小山宏明

三野公一

　出席報告

　

ビジター紹介　　　　

                                           　　出席委員長

                                     親睦活動委員長

ありません

【スピーカー】
　大谷 貴子 様　
　　　 演題「骨髄バンクについて」

【特別ビジター】
　国際ロータリー第2590地区
　第１グループガバナー補佐
　小林 和雄 様

【ロータリー青少年交換】
　Niklas Elias Kopp
（エリアス）君
　

河口武生　会長 ゲスト紹介

今後の予定

◎ 3月17日(木)　 「あれから５年」  　　福嶋美惠子 様
　　　　　　　　　　  「赤十字について」  　　小室　 寿子 様
◎ 3月24日(木)　 「ご家族グルメ会」
　　　　　　　　　　　パレスホテル東京　グランドキッチン
　　　　　　　　　　　東京都千代田区丸の内1-1-1　1F
   受付　18：00　点鐘　18：30
◎ 3月31日(木)　 休会（定款細則により）

川崎マリーンロータリークラブ
国際ロータリー第2590地区 創立1993.2.19

例　会 毎週木曜日12:30

例会場 サンピアン(川崎市立労働会館)

 　　　 　 TEL.044-222-4416  

事務局 〒210-0004 川崎市川崎区宮本町2-27-402

　　　 　　  TEL.044-200-9249 FAX.044-200-9252

U R L:    http://kawasakimarine-rc.com/

E-mail:marin-rc@eagle.ocn.ne.jp

　

2015～2016年度
ＲＩテーマ

     Be a Gift tothe World   
     世界のﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄになろう

 2015-2016年度 RI会長
Ｋ.Ｒ.ラビ ラビンドラン

副会長
安本好勝

幹　事
伊藤恒満

会　長
河口武生

ＳＡＡ
鈴木慎二郎
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＊週報を送ってくださったＲＣ

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     

　

伊藤恒満　幹事幹事報告
1.例会変更のお知らせ

　　

　　

委員会報告
■山崎美津夫 親睦活動委員長
 ３月お誕生会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　

 ３月のお誕生会

 

飯坂俊弘会員  3月 4日

西尾　猛会員　3月 6日

佐藤明彦会員  3月11日

福嶋安行会員  3月20日

中條藝立会員　3月30日

会長報告 河口武生　会長 

1.2016-17年度 地区関係委嘱状が届いております。
2.第73回 川崎マリーンロータリークラブ旗学童野球
 春季大会を開催します。
 開会式・試合  : 4/ 3（日）8時～
 準決勝・決勝・閉会式  : 4/10（日）14時～
　 場所：京町小学校
3.その他
①3/19(土)「野草と干潟の観察会」10～12時
②関進パストガバナー補佐叙勲お祝い会の件
③武藤会員入院の件
④事務局事務所移転の件
⑤3/5(土) ﾛｰﾀｰｱｸﾄ交流会参加の報告
⑥理事会議事録報告町小学校

Happy
 Birthday!

会長報告 河口武生　会長 

2016-17年度
グローバル補助金委員
轟 淳次会員
宜しくお願いします。

1.2016-17年度 地区関係委嘱状が届いております。



◆山本会員
  アシスタントガバナー小林様、何時もご指導有難う
　 ご ざいます。
◆ 松中会員
　 小林ガバナー補佐、ようこそ。大谷様、卓話のほど
 宜しくお願いします。
◆ 小枝会員
　 エリアス君、こんにちは。元気ですか。
 大谷様、本日の卓話、宜しくお願いします。
◆ 山崎会員
 花粉症もピークです。後１日頑張りましょう。
  大谷様、卓話楽しみにしています。
◆ 西尾会員
 先日、還暦を迎えました。パーティー参加の皆様あ
 りがとうございました。
◆ 森野会員
 森野先を急ぎます！
◆ 河口会員
 　小林ガバナー補佐様、ようこそいらっしゃいました。
 いつも大変お世話になっております。
 大谷様、本日の卓話楽しみにしております。
◆ 安本会員
 　大谷貴子様、本日のお話楽しみにしています。

◆ 野口会員
 大谷貴子様、本日は宜しくお願い致します。
 福嶋三惠子様、来週の卓話宜しくお願い致します。
◆ 福嶋会員
 小生の従兄弟の死去に伴い故人と関係のある会
  員には通夜・告別式にて弔問有難うございまし た。
 大谷貴子様の貴重なお話を楽しみにしております。
◆ 秦会員
　 今日の大谷様の卓話しっかりと聞かせていただき
 ます。
◆ 小山会員
　 大谷貴子様、本日の卓話宜しくお願い致します。
◆ 内田会員
　  ｢骨髄BANK｣のお話楽しみにしております。
 ４月１日より保険改訂で本当に忙しいです。
◆鈴木会員
 大谷貴子様 本日のお話、勉強させていただきま
 す。福嶋三惠子様、次週も宜しくお願い申し上げ
 ます。
 小林第１グループアシスタントガバナーガバナー
 ようこそお越しくださいました。
 ご指導宜しくお願い致します。

　ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 安本好勝　副会長

★ＩＭでは会員皆様ぼ多数ご出席有難うございました。
　 本日は定期訪問に伺いました。宜しくお願い致します。
　 (国際ロータリー第2590地区 第1ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 小林和雄　様）

東日本大震災義援金　 4,000　円

　　　累計金額 　　 95,000　円

本日のニコニコ　　　21,000　円

　　　累計金額  　 690,000  円

クラブ会報担当：小枝義夫 委員長

大谷 貴子　様

【プロフィール】

本日の卓話

　

『骨髄バンクについて』
大谷さんは、大学院在学中に慢性骨髄性白血病と診断されました。ご両親は絶望
の中で毎日泣いていたそうです。アメリカから姉が帰国すると白血病について一緒
に勉強し情報収集をしました。そしてアメリカに骨髄移植というものがあることを知り
ました。「骨髄移植をすれば助かるんだ」という希望を胸に必死になって骨髄提供
者を探しました。私の場合は奇跡的にも母親と骨髄の型が一致することが判明して
１９８８年、母親から骨髄移植を受けることができました。同じ病気で苦しんでいる
人々を出来るだけ多く助けたい。骨髄移植を受けられるようにしたい。当時、日本に
は無かった骨髄バンクをつくるための活動がスタートしました。大谷さんの地道な活
動が実を結び骨髄バンクが設立しました。現在、骨髄バンクの登録者数は約45万
人ですが世界から比べると日本はまだまだ少ないそうです。現在も白血病患者の
方々の支援の和を広げるため活動を続けておられます。
本日は、自身の闘病生活や骨髄バンクが設立されるまでの道のりなど多岐にわたり
お話をしていただき、白血病や骨髄バンクのことについて知ることができました。
改めて私達にできることを少しずつやっていきたいと考える機会を与えていただき
ました。本当に貴重なお話を聞かせていただきありがとうございました。

1992 年 12 月 初級カウンセラー試験合格
　　　　　　　　　　（医師と患者の　架け橋になりたくて）
1994 年 10 月 名古屋骨髄献血希望者を募る会が骨髄バ
 　　　　　　　　　　ンクを支援する愛知の会に改称
12 月 精神対話士資格取得
1995 年 １月 朝日社会福祉賞受賞
６月   全国骨髄バンク推進連絡協議会の副会長に就任
1996 年 ３月 日本ホスピタリティ協会主催
　　　　　　　　　「The Best hospitality of the year」受賞
1997 年 ７月 結婚
11 月 中日社会功労賞受賞
1998 年 １月 「生きてるってシアワセ！」スターツ出版㈱
　　　　　　　　　より出版
2000 年 ５月 全国骨髄バンク推進連絡協議会がＮＰＯ
　　　　　　　　　法人を取得。理事（副会長）に就任。
2002 年 ２月 ＮＨＫ「プロジェクトＸ」に日本骨髄バンクの
　　　　　　　　　設者の一人として出演。
2005 年 ３月 TBS 系列「情熱大陸」に出演。
７月 全国骨髄バンク推進連絡協議会の会長に就任
2008 年 3 月 著書「生きてるってシアワセ！」を原作とした
　　　　　　　　　ドラマ「30 万人からの奇跡」がテレビ東京系
　　　　　　　　　列で放映。本人もゲスト出演
8 月 第 60 回保健文化賞受賞

1961 年６月 10 日 大阪府生まれ。
1986 年 12 月 慢性骨髄性白血病と診断される。（在学中）
1987 年 ３月 千葉大学大学院卒業
４月 京都大学医学部附属病院を退院
11 月 再入院
12 月 名古屋大学医学部附属病院へ転院
1988 年 １月 母親から骨髄移植を受ける
４月 退院
８月 名古屋骨髄献血希望者を募る会発足
1989 年 10 月 東海骨髄バンク設立
1990 年 ３月 東海骨髄バンクより非血縁者間骨髄移植の
　　　　　　　　　成功例を発表
６月 全国骨髄バンク推進連絡協議会発足と同時に運営
 　　　委員に就任
10 月 （社）名古屋青年会議所ＴＡＲＧ（ターグ）賞
　　　　グランプリ受賞
1991 年 ３月 ライオンズクラブ国際協会 334-A 
　　　　　　　　地区ガバナースペシャルアワードﾞ受賞
７月 （社）日本青年会議所ＴＯＹＰ（トイップ）大賞
　　　グランプリ受賞
11 月 東海テレビ文化賞受賞
12 月 「霧の中の生命（いのち）」リヨン社より出版
12 月 （財）骨髄移植推進財団（日本骨髄バンク）設立と
　　　　同時に同財団の評議員並びに普及広報委員に就任
　　　　（平成８年３月まで）


