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［ 第1545回 リフレッシュ例会 2022年8月4日（木）洞戸観光ヤナ ］

また会う日まで
閉会ゴング

会 長 Ｌ.幾田弘文

本日は「献血推進例会」ということで、岐阜県赤十字
血液センターの高橋所長様と太田主事のご両名にご
多忙の中、ご出席いただきました。高橋所長様には後
程、ご講演を賜りたいと思いますのでよろしくお願い
いたします。
岐阜南ライオンズクラブでは、この献血活動に対す
る奉仕活動は、1978年に開始し、今年で44年目を迎え
ております。この間、2019年5月には献血いただきま
した方が10万人を達成し、２年前には献血センターよ
り感謝状をいただいております。また今月の17日迄の
累計では104,047人を数えております。本日のご講演
を受け、今年の活動方針にも役立てたいと思っており
ますので宜しくお願い致します。
また本日は、今期最初のこ入会ということで土本俊
一様に出席していただいております。この後、入会式
を執り行ないますので宜しくお願い致します。

前年会計報告
L. 小島健司

前年会計監査報告
L. 杉山眞澄

新会員入会式
新会員挨拶

L.土本

俊一

ただ今ご紹介いただきました土本俊一です。
大学、大学院、社会人と 26 年間東京におりまして、
岐阜に戻って間もないものですから、岐阜の事を思
い出している所ですが、これから、色々なアクティ
ビティを通して岐阜の為に活動が出来ればと考えて
おりますので今後ともよろしくお願いします。

献血推進委員会方針

委員長 L. 古田さよ子

皆様こんにちは、献血推
進委員長の古田さよ子で
す。一年間よろしくお願い
します。
先程の幾田会長のご挨拶に
もありましたが、献血推進
は岐阜南ライオンズクラブ
の長い歴史があり私ども委
員も誇りに思っている大変
大切なアクティビティです。
献血活動には、委員会だけ
でなく会員の皆さんにも参
加いただくと同時に献血が出来る方には是非献血も
お願いしたいと思います。今年の方針としまして、
一人でも多くの方にお声掛けいただき、多くの方に
献血に協力いただきたいと思います。

講

演

岐阜県赤十字血液センター

所長

高橋

健

様

只今ご紹介いただきました岐阜県赤十字血液セン
ターの高橋と申します。本日は歴史ある岐阜南ライオ
ンズクラブの例会に参加させていただきありがとう
ございます。
それでは早速お話をさせていただきます。
本日のテーマは、献血 現在・過去・未来とさせてい
ただきました。
まず最初は、現在のマーサでの定期街頭献血につい
て、令和２年度、令和３年度を表にまとめてあります
が、毎月ご協力をいただいております。また岐阜県の
学生献血ボランティアにもご支援いただきまして令
和2年度は1日の平均献血者数54.5人、令和３年度は
57.7人という事で増加しました。
私どものバス一台の平均献血者数は令和２年度は
42.1人、令和３年度は43.5人で少し増えましたが全
国平均では約46人位です。この数字を比較しまして
も岐阜南ライオンズクラブ様の献血者数は多くとて
もありがたいと思っております。
現状の報告ですが、令和２年度も令和３年度も岐阜
県におきましては、必要な血液は確保させていただい
ております。コロナ禍ではありましたが、皆様にご協
力いただき何とか確保する事ができました。
過去の話になりますが1965年には800万人まで
増えましたが今は500万人まで減少しております。
1985年が一番ピークだった頃ですけど、この時に
柳ヶ瀬献血ルームが開設されました。この頃は1日の
献血者数の平均が40人前後で、10代から20代の若者
が全体の64%をしめるという事で、若い方が献血に
参加していました。現在、献血者数は減っております
が、血液は必要数確保しなくてはならなく、その為に
200mlから400mlの献血を導入しました。現在は
400mlが96%となっております。また献血年齢を64
才までを69才まで広げ、また17才まで400mlの献血
が出来るようにしました。とにかく必要な血液を確保
する為の活動を行ってきました。

ご案内
岐阜南ライオンズクラブ
１.

７月29日（金）18：30
結成65周年記念例会会議（部会長・副部会長）
ル・シノワかわで
２. ８月３日（水）13：00 計画委員会
クラブ事務局
３. ８月21日（日）９：30 献血推進委員会
献血活動
マーサ21
赤血球には期限切れがありまして、摂取後21日が
期限なんですが、20年前は、100人献血をいただくと
５人分の血液が期限が切れて廃棄になっておりまし
たが、現在は全国の広域事業体制となり全国で融通す
るという事で現在の廃棄は0.2%となっており献血で
いただいた血液はほぼ使わせていただいている状況
です。
現在の献血活動を支えていただいていますのは、
40代、50代、60代となっております。しかし
10代、20代、30代の献血者数は減少の一途となって
おります。それでは献血の未来ですが、10年先、20年
先に安定して血液が確保出来るかが課題となってお
ります。若年層の献血を増やそうと色んな活動をして
きましたが厳しいです。
現在は、新岐阜献血ルームがありますが手狭で、古
くて、解りにくい場所にあるという事で、アクセスの
良い場所という事でＪR岐阜駅に違い場所でゆっくり
リラックス出来る場所に移転する事が決まりました。
2023年３月オープン予定です。多くの方にお越しい
ただけることを願います。
最後に、岐阜南ライオンズクラブの皆様にご協力い
ただきながら、私どもも一緒に頑張らせていただきま
すので今後ともよろしくお願いいたします。

ご報告

２.
３.
４.

１.

インフォメーションミーティング
かわらや
７月14日（水）13：30 会計監査（2021〜2022）
事務局
７月17日（日）９：30 献血活動
マーサ21
７月20日（水）13：00 計画委員会 例会準備
事務局

２.

７月15日（金）18：30 ほまれ会

７月25日（月）12：00

プレスマン懇談会
岐阜グランドホテル
２. ７月27日（水）10：30 第1回キャビネット会議
大垣フォーラムホテル
３. ８月９日（火）13：00 ガバナー公式訪問例会準備会
岐阜グランドホテル
４. ８月29日（月）17：00 第1回ガバナー諮問委員会
ホテルパーク

T.T 登場

T.T

L. 可児

第１R第３Z

ゴルフ懇親会
かわらや
７月21日（木）17：00 市内８クラブ会長・幹事会
岐阜グランドホテル

晃

申告ドネーション
■L. 豊田育子

￥ 10,000

笹川保健財団の喜多悦子会長が本学を表敬訪問されま
した。
■L. 幾田弘文

L. 山崎久喜

￥ 5,000

L. 土本俊一には今期最初のご入会をいただき嬉しく
思っております。今後のご活躍をご祈念いたします。
■L. 幾田弘文

L. 山崎久喜

￥ 5,000

最近、体調を崩されておられるクラブメンバーさんの
ご回復を祈念しています。

会計

ファイン・ドネーション

７月10日（日）11：30

ライオンズクラブ国際協会334-B地区

１.

会計報告

岐阜南ライオンズクラブ
１.

ライオンズクラブ国際協会・334-B地区・第1R第３Z

出席報告
正会員
出席率

￥71,500

出席委員会

59名
79.7%

出席

〔献血協力者〕 累計

L. 川田基弘
L. 藤井利也

47名

104,047人（6月末付）

〔ライオンズレート〕７月・・・１USドル

136.09円

【次回例会のご案内】
８ 月 ４ 日（ 木 ） 12時 15 分 〜
リフレッシュ例会
洞戸観光ヤナ

