
 

言行はこれに照らしてから 

Ⅰ.真実かどうか   Ⅲ.好意と友情を深めるか 

Ⅱ.みんなに公平か  Ⅳ.みんなのためになるかどうか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様こんにちは。本日は外部

卓話として、和歌山県角膜・

腎臓移植推進協会の仲井様に

お越し頂きました。後ほどよ

ろしくお願い致します。 

それから、澤本会員に女の子

のひ孫さんが誕生されたそうです。おめでとうござ

います。 

まずロータリーの話ですが、今週末の土曜日、日曜

日は地区大会となっております。参加される会員様

はよろしくお願い致します。 

一方、私事ですが、先日プライベートで車に乗って

いたのですが、センターラインの反射板に乗りあげ

た拍子にパンクしてしまいました。当日は遠方に向

かっている途中でしたので、「ついていない」とシ

ョックを受けたのですが、その時同乗していた方に、

「ついていないのではなく、厄払いができたんだよ。

この程度で済んだのだから。」とのお言葉を頂きま

した。その時、物事の考え方によりこうも気分が変

わるものかと改めて実感致し、またそのような考え

方の出来るその方は素晴らしいなと感じました。人

間、誰もが不運や嫌な事があれば、マイナス思考に

とらわれがちですが、気持ちに余裕を持ってプラス

思考に捉えることも大切です。物事を様々な角度か

ら捉えることのできる人に成長していきたいと感じ

る出来事でした。 

 

 

第２週目ですので、ワンワン基金の募金箱を回しま

す。ご協力御願いします。次に、回覧物 2 件ござ

います。「ハイライト米山 10 月号」、そして地区よ

り「ジャパン・ロータリーデーⅡin 東京」の開催

幹事報告       當仲 清孝 幹事 
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≪ 本日の例会 10 月 27 日（月）≫ 

▼第 722 回例会 

☆国際奉仕フォーラム 

「国際奉仕活動について」  国際奉仕委員会 

≪ 次回の例会 11 月 10 日（月）≫ 

▼第 723 回例会 （夜間例会） 

☆新入会員歓迎会 

☆誕生会 

 場所 アバローム紀の国 ４Ｆ こもれびの間 

 時間 18:30～ 

≪ 前回の例会記録 10 月 20 日（月）≫ 

▼第 721 例会 

○ロータリーソング  それでこそロータリー 

○ゲ ス ト 紹 介 公益財団法人 和歌山県角膜・臓器

移植推進協会 和歌山県臓器移植 

コーディネーター 仲井 照和 様 

○ビジター紹介   

○出 席 報 告 会員数 33 名（内出席免除 2 名） 

本 日 の 出 席  10 月 20 日 25/32 名 78.13％ 

前々回修正出席  9 月 29 日  27/32 名 84.38％ 

   メーキャップ  2 名 



案内です。開催日は 2015 年

2 月 4 日（水）です。詳細を

ご覧頂いて、参加されたい方

は 11 月 10 日頃までに事務局

までお申し出ください。 

次に、澤本会員に曾孫さんが

お生まれになったそうです。会員の皆さんにという

ことで、内祝いのお饅頭を頂きましたので、どうぞ

召し上がって下さい。 

そして、本日の卓話、和歌山

県臓器移植推進協会の仲井様

より、お心遣いを頂きました。

各自お持ち帰りください。 

 

 

◎親睦活動委員会       大野 治朗委員長 

11 月 1 日の親睦旅行会費

7,000 円を 10/27 の例会時に

徴収させて頂きます。旅行の

バス乗り場は、8:45 和歌山

市駅（雄の橋付近）と、 

9:00ＪＲ和歌山駅東口です。 

◎出席・プログラム委員会   北畑 米嗣委員長 

11 月のプログラム予定表を本

日配布させて頂きました。

11/3 は祝日休会です。 

11/10 日は新入会員歓迎会の

夜間例会です。18：30～アバ

ローム４階になります。

11/17 日はロータリー財団月間に伴い、地区から

Ｒ財団委員長をお呼びしての外部卓話。11/24 日

は祝日休会です。以上です。 

◎社会奉仕委員会       鹿嶋 克子委員長 

いつも、ワンワン基金にご協

力いただきありがとうござい

ます。重ねてのお願いでござ

いますが、日本ライトハウス

では、毎年「盲導犬チャリテ

ィカレンダー」を発売し、育

成費用に充てています。カレンダー5000 部の売り

上げ金で１頭分の盲導犬育成費用となるそうです。

詳しくは回覧させていただきますので、ぜひご協力

頂きたく、お願い致します。1 部千円です。 

◎青少年育成委員会      内藤 和起委員長 

今年度も来る 11 月 22 日(土)、

旭学園の子ども達と楽しく一

日を過ごしたいと計画しまし

た。小学生 26 名と、先生 5

名が参加されます。子ども達

は殊の外、バーベキューを楽

しみに心待ちにしていると聞いておりますが、会員

の皆様の御参加、御協力無しに実現致せません。今

時点で、昨年より御参加して頂ける人数が少なく心

配しておりましたら、吉岡理事より御家族の参加を

お願いしてみれば？とアドヴァイスを頂きました。

会長報告の「良くない出来事も考え方で良くもな

る」様に、今の心配が吉岡理事のアドヴァイスで多

数参加され楽しい一日となる予感が致します。本日、

お帰りまでに会員様の出欠のお返事を、来週の例会

終了までに御家族の御参加人数をお知らせ頂けます

様、お願い申し上げます。尚、詳細は後日お知らせ

させて頂きます。 

◎雑誌・広報・ＩＴ委員会    松本 博委員長 

「ロータリーの友 10 月号読みどころ紹介」 

横組み記事 

◎ポリオ撲滅活動に輝きを  

Ｐ3 ＲＩ指定記事  

◎特集 職業奉仕月間 考え  

よう 語り合おう 実践し  

よう 職業奉仕 Ｐ7-16  

◎2015 年 6 月 6～9 日 ブラジル・サンパウロ国

際大会のご案内 P22-31 ＲＩ指定記事  

◎心は共に 東日本大震災 Ｐ35-37  

地区を超えた支援の広がりを見せる「ロータリー

希望の風奨学金」ロータリー東日本大震災青少年

支援連絡協議会 委員長 地葉 新司（潟上ＲＣ） 

縦組み記事 

◎渋沢栄一から読み解く 21 世紀の経営者精神 Ｐ

4-8 一橋大学大学院商学研究科教授 田中 一弘  

地区関連記事 

委員会報告 



横組み 

◎Ｐ42 掲示板 新クラブ ＫＵＭＡＴＯＲＩ向日葵

RC（2014 年 8 月 13 日承認） 

◎Ｐ43 インターアクトクラブ終結 香ヶ丘リベル

テ高等学校（2014 年 3 月 31 日承認） 

 

 

☆外部卓話 

「臓器提供の現状 いのち -命の尊さ-」 

和歌山県臓器移植コーディネーター 

仲井 照和 様 

本卓話においては、臓器移植

医療を身近な問題として認識

いただき、移植医療が「ポピ

ュラーな医療」として定着す

ることを願い、和歌山県にお

ける臓器移植医療の現状の紹

介と、それらを通して「命の尊さ」について述べさ

せていただきます。 

【臓器移植医療】 

「臓器の移植に関する法律」（平成９年１０月施

行・最終改正平成２２年７月）が施行されて以来、

我が国において、これまでに脳死に至った２８７例

の方々から臓器の提供を受け、心臓、肺、肝臓、膵

腎同時、膵臓単独、腎臓、小腸などの移植が実施さ

れている（平成２６年９月２６日現在）。 

筆者は、医学的な判断に基づいて、中立的立場で公

平・公正に患者を選び、ドナー（臓器の提供者）及

びその家族の意思並びにレシピエント（臓器を必要

とする者）の願いを叶えるべく活動している。 

和歌山県において脳死下での臓器提供に限ると、平

成１３年７月に初となる臓器提供があり、以降、現

在に至るまで８名の方からご提供を受け、心臓、肺、

肝臓、膵臓、腎臓等々の移植が実施されている。そ

れらは関係機関（行政、司法機関など）と協力のう

え、より安全・迅速・正確にレシピエントに命のリ

レーができ、ドナーとそのご家族の意思を叶えるこ

とができた。 

このように臓器移植医療というものは、従来の医師、

患者相互の問題だけではなく、そこには善意の提供

者の存在が必然であり、また「突然の死」を宣告さ

れ、「最愛の人の死」を受入れなければならないご

家族がおられる。悲しみに打ちひしがれた最も大変

な状況の中で、また時間的制約のある中で、最も重

大な決断をしなければならないことは言うまでもな

い。これは単に「社会への贈り物」と片付けられる

ものではなく、人生最後にできる見返りを求めない

「究極の奉仕」と言えよう。まさに貴クラブのテー

マである「Service Above Self・超我の奉仕」と言

えるのではないでしょうか。 

臓器移植コーディネーターは、前述のとおりドナー

とレシピエントの間を取り持つ業務を行っており、

「臓器提供について話を聞きたい」という方にはそ

の必要性や意義について説明させていただく。その

結果、提供の申し出がなされれば、臓器不全で病ん

でいる方々への尊い命の贈り物とさせていただく。

またレシピエントの選定については、定められた選

定システムに従って公平、適正に選定されることが

社会から求められている。そのためには、移植病院

にも臓器提供病院にも属さない第三者の立場にある

者の存在が不可欠であり、臓器移植コーディネータ

ーがこの医療に関わる意義はここにあると考えてい

る。 

移植医療の実際を多くの一般の方々に知っていただ

き、考える機会を提供することができるか、すなわ

ち、社会への啓発活動を効果的に実施できるかが、

移植医療を推進していくうえでの「鍵」となる。 

【おわりに】 

筆者は、臓器移植医療が素晴らしい医療であること

を確信しています。この素晴らしい医療を、臓器不

全で苦しんでおられる方々と同様、光を得ることが

できず角膜移植を必要とする方々、大火傷を負い早

急に皮膚移植を必要とする小児など、死後（脳死し

た身体も含む）の臓器、組織提供で命が救われる

方々は数え切れないほどおられます。臓器や組織の

移植医療を他人事とは考えず、いざ自分がそういっ

た場面に対峙したときにどう対処するか、皆さま方

自身が臓器移植医療においてどのようにかかわり、

支援していくのか、短い時間でしたが、私の話がこ

れら考えていただくきっかけになれば幸いです。 

外部卓話 



本日、歴史ある貴会卓話にお招きいただきましたこ

と、心より感謝申し上げ、本卓話にご出席された皆

さまにおかれましては益々のご多幸を祈念申し上げ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ニコニコ箱 

井上 晴喜会員 

仲井様、卓話楽しみにしておりました。よろしくお

願い致します。 

掛下 吉三会員 

虎吉さん参りました!!日本シリーズがんばって下さ

い。私は一から出直します! 

仲井様、本日はどうぞよろしくお願い致します。 

松本 良二会員 

クライマックスシリーズを制することができました。

ペナントレース 2 位に押し上げてくれた巨人に申

し訳ありません掛下さん。日本シリーズ優勝したら、

内藤さん、お饅頭お願いします。 

小形みちる会員 

仲井様、本日の卓話ひとごととは思えません。勉強

させて頂きます。宜しくお願い致します。 

澤本 栄子会員 

曾孫の誕生の内祝いとして皆様

方にも肖って頂ければと思いま

す。お粗末です。 

當仲 清孝会員 

仲井さんようこそいらっしゃいました。本日はごゆ

っくりとお過ごし下さい。後ほど卓話よろしくお願

い致します。 

山田  茂会員 

最近、欠席が多くて申し訳ありません。 

吉岡 惠美会員 

孫の運動会にて、小さな子ども達が一生懸命走る姿

にいつもながら変に感動してしまう私です。 

本本日日合合計計額額    2200,,000000 円円    今今年年度度累累計計額額  339977,,000000 円円  

＊ロータリー財団 

澤本 栄子会員 

本本日日合合計計額額    33,,000000 円円      今今年年度度累累計計額額    5588,,550000 円円  

＊米山奨学 

澤本 栄子会員 

本本日日合合計計額額    22,,000000 円円      今今年年度度累累計計額額    5544,,550000 円円  

 

＊ワンワン基金寄付 

本本日日合合計計額額  1122,,555599 円円    今今年年度度累累計計額額  4422,,331199 円円 

 

 

●市内ロータリークラブ 例会情報 

ク ラ ブ 名 日   時 内    容 

和 歌 山 北 10 月 27 日(月) クラブフォーラム： 地区大会の報告 

和 歌 山 10 月 28 日(火)  「職業奉仕月間に因んで」  

職業奉仕委員長  島村 安昭 会員 

和歌山東南 

12:30～ 

10 月 29 日(水) 例会場所変更  

クラブフォーラム 職業奉仕委員会 

企業見学例会 紀州技研工業 

和 歌 山 西 10 月 29 日(木) 休会 

和 歌 山 東 10 月 30 日(木) 臨時総会 「次々期会長、次期副会長・

幹事・ 会計・理事選出方法」 

和歌山城南 10 月 30 日(木) 和歌山南ＲＣと合同例会 

ホスト：城南ＲＣ 於；アバローム紀の国 

和 歌 山 南 10 月 30 日(木) 例会変更 18:30～ アバローム紀の国 

和歌山城南 RC との合同夜間例会 

和 歌 山 中 10 月 31 日(水) クラブフォーラム 

卓話 卓話「私の再スタート IN JAPAN」

米山奨学委員会 2014 学年度 

米山奨学生 楊 炳輝（よう へいき）君 

◎サイン受付 

和歌山東南ＲＣ：10 月 29 日（水）12:00～12:30 

ルミエール華月殿 

和 歌 山 南ＲＣ：10 月 31 日（金）12:00～12:30 

        ダイワロイネットホテル和歌山 

和 歌 山ＲＣ：11 月 4 日（火）12:00～12:30 

        ダイワロイネットホテル和歌山 

Ｓ.Ａ.Ａ.報告  【3 つの箱】 


