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11月7日(月)

会長の時間  　　 会長 　加藤光祥

10月24日ポリオデー

　ロータリークラブにとってポリオは特別な疾患

です。1988年のWHO総会において2000年までにポ

リオの根絶を決議しました。

　これを受けてWHOのほかUNICEFや国際ロータリー、

米国疾病管理センター等が参加する「世界ポリオ

根絶イニシアティブ」が設立されました。

　国際ロータリーは、最初にポリオ根絶を提言し

た民間団体であり、資金面、各国での　草の根レ

ベルでの予防接種キャンペーンの実施など継続的

なポリオ根絶を支援しています。

　ポリオ根絶は世界中でのワクチン接種の為の人

員・資金及び公衆衛生整備・そして安全にワクチ

ン接種できる紛争のない環境の総合力が必要です。

ポリオについては、ワクチンによる予防以外に治

例会休会

卓話者：大阪大学環境サークル GECS
担当：社会奉仕・職業奉仕委員会

11月14日(月)

　

出　席　報　告

例会日

例会回数 回

Ａ 会員数 名

Ｂ 出席免除者 名

Ｃ 出席義務者数 ＡーＢ 名

Ｄ 出席義務者　欠席数 名

Ｅ 出席義務者出席数　Ｃ－Ｄ 名

Ｆ 出席免除者出席数 名

出席率 ％
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①本日17時00分よりクラブ協議会を開催いたしま

　した。

②地区より 第3回IM第1組会長・幹事会のご案内

　が届いております。

（会長・幹事・事務局宛）

③地区より第2640・2650・2660・2680地区ロー　

　ターアクト2022-2023年度 関西四地区情報交換

　会・交流会 開催のご案内が届いております。

（青少年奉仕委員長・ローターアクト委員長宛）

④地区より2023年ロータリー国際大会(メルボル

　ン)国際ロータリー第2660地区大阪地区ナイト

　事前案内が届いております。

（会長・幹事・国際奉仕委員長宛）

⑤地区より次年度地区委員会出向者推薦のお願い

　が届いております。（会長・会長エレクト宛）

⑥池田市教育委員会より池田くれはジュニアパラ

　スポーツ祭についての後援・名義使用許可が届

　いております。（会長宛）

⑦地区よりウクライナ支援プロジェクト参加申込

　のご案内が届いております。

（会長・幹事・国際奉仕委員長宛）

⑧本日例会後、ウクライナ支援についての話し合

　いをおこないますので理事役員の方はお残りく

　ださい。また社会奉仕・職業奉仕委員会をおこ

　ないますので所定の場所にお集まりください。

⑨次回の例会、10月31日はガバナー公式訪問で　

　す。例会場は3階イベントスペースです。SAA・

　親睦委員会の方は17時30分に設営準備にご協力

　ください。尚17時30分より事前懇談会を開催し

　ますので、参加の方々は2階小会議室2にお集ま

　りください。
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《IMAGINE》未来を《IMAGINE》未来を

10月31日(月)

宮里 唯子ガバナーをお迎えして

加藤　光祥　会長 …

國司　真相　幹事 …

奥山　裕治副会長 …

服部　潤承　会員 …

高原誠一郎　会員 …

北川　智司　会員 …

庄田佳保里　会員 …

中村　　武　会員 …

松室　利幸　会員 …

吉井　順子　会員 …

奥村　雅一　会員 …

石田　貴子　会員 …

乾　　禎則　会員 …

飯原　多香　会員 …

神寶ガバナー補佐、武枝ガバナー
補佐エレクトをお迎えして。

神寶ガバナー補佐、武枝ガバナー
補佐エレクトをお迎えして。

神寶ガバナー補佐、武枝ガバナー
補佐エレクトをお迎えして。

神寶敏夫ガバナー補佐、武枝敏之
ガバナー補佐エレクトをお迎えし
て。例会欠席お詫び。

神寶ガバナー補佐、武枝ガバナー
補佐エレクトようこそおいで下さ
いました。

神戸旧居留地のレストランで、フレ
ンチを食べてきました。レストラン
の建物を背景に何組ものウェディン
グドレスとタキシードのカップルが
写真を撮っていました。

本日例会終了後に職業奉仕・社会
奉仕委員会を行います。皆様、よ
ろしくお願いします。

本日、卓話です。よろしくお願い
します。

10月15日～11月15日までの1ヵ
月、石橋バルが3年ぶりに開催さ
れています。くわしくはWEBで。

秋はやはり少し淋しい気持ちがす
るもののようですね。

ガバナー補佐をお迎えして。

誕生日月です。ありがとうござい
ます。

ガバナー補佐をお迎えして!よろ
しくお願いします。

今日、健康診断でした。視力がガ
タ落ちです。

ガバナー公式訪問

本日の合計　30,000円　累計　355,000円

「いながわ100 人ゴミひろい DAY! について」

（会長の時間　続き）

療法はありません。ポリオワクチンは生ワクチン

といわれる弱毒性ワクチンと不活化ワクチン（ウ

イルスを殺し、免疫を作るのに必要な部分だけを

取り出し病原性を無くしたもの）があります。ポ

リオウイルスには野生株とワクチン由来のポリオ

ウイルスがあります。

　世界で生ワクチン投与により患者発生が激減し

ました。しかしながら生ワクチンでは、まれに腸

で生き残ったウイルスが便に排泄され、汚染され

た下水環境から口中に入り免疫力の低い子供たち

に感染する例がアフリカで存在します。アメリカ

やイギリスでも下水からウイルスの検出が報告さ

れています。

　この為、先進国では不活化ワクチンに切り替え

接種が進んでいますが、アフガニスタンとパキス

タンの野生株根絶と共に、ワクチン由来のポリオ

ウイルスが根絶されるまで止まることなくワクチ

ンが接種が必要ですが紛争地域などでの不活化ワ

クチンの接種は進んでいるのでしょうか。

　日本ではポリオ根絶され、ワクチンなんて関係

ないと思ってませんか、今お孫さんは接種してま

すよ。不活化ポリオワクチンの接種について4回

必要です。

初回接種3回：生後3ヶ月から12ヶ月に3回

追加接種1回：初回接種から12ヶ月から18ヶ月に1回

（生ワクチンは生後3ヶ月から6週間以上の間隔を

開けて2回必要です。）

国際ロータリー第2660地区

10月17日の幹事報告

10月17日のニコニコ報告

宮里 唯子ガバナーようこそ池田くれはＲＣへ

地区ロータリー財団補助金管理セミナー

　　　　1月28日（土）

2023－24年度のための地区チーム研修セミナー

　　　　2月18日(土)

2023－24年度のためのPETS（会長エレクト研修セミナー）

　　　　3月4日(土)

IM第1組ロータリーデー　　　　

　　　　3月18日(土)

2023-24年度のための地区研修・協議会

　　　　4月8日(土)

春のRYLAセミナー

　　　　5月3日㈬～5日(金)

2023－24年度のための地区会員増強セミナー

        5月20日(土)

来年の主な地区行事予定
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10月17日の卓話

「私の仕事」

　職を失った私は2001年8月に研修社員として43

歳でAIU保険会社（現AIG損保）に入社しました。

　2か月の研修を終え10月に正式に営業社員とし

て採用され5年間の実習に臨みます。6か月ごとに

基準が定められていて達しないものはクビを言い

渡されます。最終５年間で年間収入保険料が3000

万円未満のものは代理店になることが出来ず優績

代理店に吸収されます。

　そんな環境の中、4年で代理店になることがで

きた私は「会社を大きくすることを目標とせず、

地域に根付いた小さくてもいいので地域に貢献し

ていきたい」という思いをスローガンとして大好

きな池田に事務所を構えることにしました。

　お陰様で順調に売り上げを伸ばすことができ銀

行からはプロパー融資をしていただけるくらいの

信用がつきました。

そこで第2弾として以下の2点に着手しました。

①働き方改革

②代理店としてのブランディング

①働き方改革…新事務所の立上げ・健康経営　　

　　　　　　　に関係する週休3日制の採用等

②ブランディング…ＳＤＧｓ宣言・ＢＣＰの策定等

　　　　　　　　　　

　近い将来、若い人たちが入社して明るく楽しく

仕事ができる環境を作っておきたい。

働き盛りは子育て世代です。その人たちが家庭に

も仕事にも力を発揮できるような環境を

作ることが現代の私の仕事です。

　10月17日17時より、国際ロータリー第2660地区

IM第1組神寶ガバナー補佐、武枝ガバナー補佐エ

レクトをお迎えして、クラブ協議会を開催いたし

しました。

　各委員会委員長による事業計画、会長エレクト

による次年度活動計画、各地区出向者による地区

委員会での活動状況説明の後、ガバナー補佐より

各事業についての考察を中心に総評を頂きまし

た。またガバナー補佐エレクトよりロータリー

デーに関する来年度の方向性のお話も頂きました。

　各事業の成功に向けて、会員一丸となり進めて

いく気持ちを新たにしました。

幹事　國司　真相

　10月8日（土）、公共イメージ向上セミナーが

大阪YMCA国際文化センターで行われ、オンライン

にて出席いたしました。

　大阪のロータリーが設立されて100年経ちまし

た。2660地区におけるロータリーの認知状況と公

共イメージ向上への取り組みの方向性について提

案を受けました。

　さらに、SNSを活用したPRについてと効果的な

ニュースリリースの発信、MyROTARYのスマホを利

用した活用方法の説明を受けました。

　最後に、正しいロゴの使い方の指導を受けました。

プログラム・会報広報雑誌小委員会

委員長　子安　丈士

中村　武　会員

10月17日のビジター

ガバナー補佐　神寶　敏夫　様

国際ロータリー第2660地区
IM第1組

ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐ｴﾚｸﾄ　武枝　敏之様

大阪梅田RC

豊中RC

クラブ協議会ご報告

公共イメージ向上セミナー
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[特集　米山月間＆ロータリー学友参加推進週間]

「共に生きる世界への伝言」10月は米山月間で

す。10月7日を含む月曜から日曜までの１週間は

ロータリー学友参加推進週間です。彼らにスポッ

トを当て、共に協力する機会を模索することが期

待されています。

・特別インタビュー① 

－日本人 佐古ウスビさんに聞く、多様性への提言－

　マリ出身のウスビさん、京都での学生生活中に

米山奨学生に。世話は京都北RC、カウンセラーの

小野内氏との関係性、私が日本で安心して暮らせ

るのは、一つはロータリーのおかげ。居場所づく

りとは「人と人のつながり」マリ人として日本で

生きる、個としての文化を持ち、日本社会の一員

でもある。これが多様性です。最後に学友たちへ

期待すること！

・特別インタビュー②　

感謝を支援へ 周 順圭 さん

　今年5月、アメリカから学友の周さんが来日、

米山記念奨学会に50万ドルの寄付を表明。今回の

寄付に込められた彼の思いを聞きました。

【10月号　縦組記事より】

P4～8　　　[SPEECH]

2021年11月7日 RID2530地区大会記念講演要旨

つづく㈱井領　明広氏

「デジタル時代の企業改革が会社と地域を変える」

　デジタルの力で地方経済に面白い風が吹いてほ

しいと考えながら、活動しています。小さい会社

の御用聞きと言いましょうか、いわば「会社のか

かりつけ医」として企業のデジタル化を支援して

います。

ロータリ－の友10月号推奨記事

ロータリー米山記念奨学会での寄付金について

　10月は米山月間です。

ロータリー米山記念奨学会は、勉学、研究を志し

て日本に在留している外国人留学生に対し、日本

全国のロータリアン（ロータリークラブ会員）の

寄付金を財源として、奨学金を支給し支援する民

間の奨学団体です。

　寄付には、普通寄付金と特別寄付金の2種類が

あります。

●普通寄付金とは

　日本の全ロータリークラブ会員からクラブを通

じて定期的にいただく寄付です。

●特別寄付金とは

　個人、法人、またはクラブから、普通寄付金以

外に任意でいただく寄付金です。特別寄付金の累

積額によって下記の通り表彰されます。

　10万円　第1回米山功労者　感謝状授与

　20万円　第2回米山功労者ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ　感謝状授与

　以後、10万円ごとに表彰されます。

　↓

　100万円　第10回米山功労者メジャードナー

　　　　　 感謝状とルビーのピンバッジ授与

http://www.rotary-yoneyama.or.jp/

　当クラブの米山功労者メジャードナーは正岡哲

会員、山内邦夫会員です。今回新たに谷口浩会員

がメジャードナーとなられました。

　


