
進 行：ＳＡＡチーフ 坂本雄一       点 鐘：午後 6時 30 分 橋本恒男 会長 

国 歌：君が代          ロータリーソング：奉仕の理想         
    
〔会長挨拶〕        橋本恒男 会長 

 
皆様こんにちは。まだまだ暑い日が続きますが、皆様

には充分体調に気をつけ、風邪など引かないようにお気

をつけ下さい。 
今月は新世代のための月間です。若者の育成修学のお

手伝いをロータリークラブとして一生懸命サポートさせ

ていただきます。 
本日はプログラムが詰まっておりますので、本日の来

訪者の紹介をさせていただきます。 
第２５７０地区 社会奉仕部門委員長 木藤文雄様 
  〃  地区 前部門委員長 現クラブ支援委員  

田中八束様 
  〃  地区 アイバンク担当副委員長 花家孝之様 
本庄南ロータリークラブ会長 小松政敏様、同クラブ幹

事 後閑純一様、同クラブ社会奉仕委員長 大森様。 
続いてアイバンク関係の来訪者です。奥様が献眼され

た 斉藤光一様また、角膜移植を受けた方々の 高橋澄

雄様・奥様、原田裕子様、杉田はつ代様です。 
本日は当事者でなければ分からない貴重な体験談が伺え

ると思います。もう１人は、米山奨学生のイ ヨンジュ

君です。 
本日は大勢の来訪者を迎えて例会が開催出来ることは

大変幸せです。本日の理事会で、交換留学生の洪巧思さ

んの滞在中に、本庄ロータリークラブが本庄南ロータリ

ークラブと共同歩調をとり、支援していくことが承認さ

れました。 

 
また、創立５０周年の実行委員会の立ち上げを本日開

催し、実行委員長、副実行委員長の名前を公表し、これ

を承認されました。 
１０月２５日の鎌倉方面への親睦旅行、ディナーは迎

賓館近くの HOTEL de MIKUNIでフルコースの食事をい
ただき、午後９時頃までに本庄に帰宅する案等、数々の

案件が承認されました。 
本日はプログラムが詰まっておりますので、まだまだ

お話したいことはたくさんありますが、この辺で幹事報

告に移ります。ありがとうございました。 
 
〔幹事報告〕        澁澤健司 幹事 

 
1. こだま 9月 3日号に加藤玄静氏が国際ロータリー
役員初就任しましたと掲載されています。 

2. 早稲田大学院 国際情報通信研究科より 2012年秋学
期新入生懇親会のご案内が来ております。 
日時は 9月 24日１６：１５～１７：３０にレスト 
ラン馬車道本庄早稲田店で開催されます。 

3.    国際奉仕部門セミナー開催のご案内が来ておりま 
す。 

    日時は 9月 29日１３：００受け付けで点鐘 13:30  
分 閉会が１６：４５分となっております。会場 
は東松山紫雲閣です。 

4.     9月の ガバナー月信が届いております。 
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5.   9月のロータリーの友が届いております。 
6.    米山奨学金賛助会員のお願いのご案内が来ており 
ます、回覧いたします。 

7.    本庄市国際交流協会より「国際交流と音楽の夕 
べ」バーベキューパーティーのご案内が来ており

ます。回覧いたします。 
 
〔来訪者紹介〕 
2570地区社会奉仕部門委員長 

木藤文雄 様（坂戸 RC) 
  

2570地区前年度社会奉仕部門委員長 
田中八束 様（狭山中央 RC) 

 

2570地区社会奉仕部門アイバンク担当副委員長   
花家孝之 様（日高 RC) 

 

〔委員会報告〕 
「ロータリーの友」より感想発表 

広報雑誌委員会  笠原 勝 副委員長 
 

〔9月の会員誕生祝い〕 

 
浅香 匡 9月 22日   江積栄一 9月   6日 
笠原 勝 9月 27日   関口礼子 9月 26日 
高柳育行 9月 17日   福島文江 9月 26日 
茂木 正 9月 22日   八木茂幸 9月 29日 
 

〔9月の会員結婚祝い〕 

 
井河彰久 9月 15日  杉山淑子 9月 16日 
福島文江 9月   1日  斉藤一英 9月 12日 

 
〔会員卓話〕 
献眼体験者・献眼提供者とのディスカッション  

春山茂之パスト会長 

 
 

アイバンク活動を推進しよう 
 

 アイバンクの活動とは一言で言いますと、角膜移植
術に必要なドナー(角膜を提供する人)角膜の斡旋の事 
業です。 
 一般の医療では患者及び医師とその他、看護師等の 
医療スタッフ並びに医療的に費用を担当する政府や保 
険機構、そして製薬会社や医療材機製造会社等で構成 
され、成り立っています。 
 一方、臓器移植医療では移植する臓器が無ければ、 
どんなに患者が手術を待ち望んでいても、手術を的確 
に行うことのできる技術を持った医師がいても、移植 
手術を行うことができません。この点が他の医療と大 
きく異なる点であります。 
 角膜の感染症や外傷、その他の疾患で、角膜の混濁、

変形、その他により角膜障害を起こし、角膜の異常の 
みで眼球の他の部分は全て健常であっても、視力を失 
っている方が多くおられます。このような方に角膜移 
植が必要とされているわけです。 
 角膜移植は、眼球の提供者とそれを斡旋するアイバ 
ンクが無ければ成り立ちません。このことを我々ロー 
タリアンが理解して、一般の方々にＰＲし、一人でも 
多くの眼球提供者を増やして、視覚障害者を救ってあ 
げることこそ素晴らしい社会奉仕と考えられます。 
因みに埼玉県アイバンクでは、設立２５年になりま 
すが年間の献眼者数は１０～２０人程度であり、殆ん 
ど進んでいません。これでは移植を必要としている方 
々には全くたりない状態です。 
 どうか今年度もアイバンク活動をご理解いただき、 
各クラブ共献眼登録に、そして、献眼の推進を展開し 
て下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
献眼体験者・献眼提供者とのディスカッション 

 
角膜移植を受けた春山茂之医師の患者さん 
高橋澄雄様・令夫人 杉田はつ子様 原田裕子様 
奥様が亡くなられて献眼をして頂いた方  斉藤光一様 
 

〔ニコニコ BOX報告〕 
髙橋福八 
「元ガバナー補佐花家さん、ようこそお越しいただきま

した。」 
 
渋谷修身 
「本庄ロータリークラブ在籍 30年になりました。」 
 
第２５７０地区アイバンク担当副委員長 花家孝之様 
第２５７０地区社会奉仕部門委員長 木藤文雄様 
第２５７０地区前部門委員長 現クラブ支援委員  

田中八束様 
「本日はよろしくお願いします。」 
 
本庄南ロータリークラブ  
小松政敏 会長 後閑淳一 幹事 大森伸治 様 
「本日は、感心を持っておりました、アイバンクについ

ての卓話があるとお聞きしましたので聞きに参りました。

宜しくお願い致します。本日はお世話になります。」 
 
春山茂之 
「本日アイバンクの卓話宜しくお願い致します。地区社

会奉仕の役員の方々遠路ご出席誠にありがとうございま

す。又南クラブの会長幹事様、又大森様ありがとうござ

います。」 
 
福島 修 
「過日の父、茂夫の葬儀並びにお別れ会には、本庄ロー

タリーの皆様には大変暑い中、又ご多忙中にもかかわら

ずご参列いただきまして誠にありがとうございます。」 
 
 
 

 

 
高柳育行 
「卓話で欠席が多く申し訳ありません。9／13もゾーン
セミナーで公式訪問を欠席いたします。」 
「花家先生しばらくです。木藤社会奉仕部門委員長様よ

うこそ」 
 
橋本恒男 
「角膜関係の高橋様、杉田様、原田様、斉藤様、今日は

よくいらっしゃいました。」 
 
橋本恒男 渋澤健司 加藤玄靜 
「木藤様、田中様、花家様、本日はよくいらっしゃいま

した。」 
 
橋本恒男 渋澤健司 関根 貢 内野昭八郎 野村正行 
岡崎正六 温井一英 矢島淳一 杉山淑子 下山正男 
佐藤賀則 茂木 聡 須永秀和  
「春山パスト会長、本日はお世話様になります。」 
 
〔出席報告〕 
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