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11月28日(月)

会長の時間  　　 会長 　加藤光祥

　11月はロータリー財団月間です

　今月は財団地区補助金を活用する、“いながわ

100人ゴミひろいDAY!”奉仕事業が予定されてい

ます。この事業は地球環境について考える事業で

す。

　今日は地球温暖化の大きな要因となっている

CO₂について考えます。化学の時間に勉強しまし

た。炭素が燃えて二酸化炭素が出来ると。

C＋O₂→CO₂　

　炭素1mol(12g）と酸素1mol（32ｇ）が燃えると

44g(22.4ℓ)のCO₂と熱約94Kcal出ます。

それでは世界で石油は毎日１億バレル以上消費さ

れてるといわれます、石油1バレル（158.9L）。

石油が燃えると石油の重量の3倍のCO₂が発生しま

す。

(CH₂）n＋（3n/2）O₂→nCO₂+nH₂O　　

　ややこしい化学式は置いておくと、1日に158.9

億リットルの石油が燃えると、比重が約0.9とし

て、143億㎏の3倍の429億㎏(4290万トン）CO₂が

発生、これ毎日ですよ。これに加えて石炭も天然

ガスも燃えています。そして同時に酸素は何億ト

ンか減っています。そのせいか酸欠気味で最近息

苦しくなってませんか。CO₂を吸収する山林は今

年も猛暑の影響もあり日本の面積以上焼失し、ア

マゾンも乱開発で密林面積も失われつつありま

す。数字で知る現実は本当に厳しい。

　今、世界は国家を挙げてガソリン車から電気自

動車へと一気に加速しようとしていますが、日本

でも全て今のガソリン車がEVに切り替わったら、

原発数個分の電力が不足します。これらをどうす

　

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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四つのテスト

2022 年　11 月 14 日　第 1633 回例会　No.1633

《IMAGINE》未来を《IMAGINE》未来を

11月21日（月）

担当：40周年・ロータリーデー

加藤　光祥　会長 …

新谷　秀一　ＰＧ …

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 …

青井　秀浩　会員 …

北川　智司　会員 …

中村　　武　会員 …

正岡　　哲　会員 …

池田　吉清　会員 …

松室　利幸　会員 …

岡本　　厚　会員 …

谷口　　浩　会員 …

吉井　順子　会員 …

宮里ガバナー、地区幹事の皆様、本
日よろしくお願い申し上げます。

宮里ガバナーをお迎えして。

宮里ガバナー、地区幹事の皆様、本
日よろしくお願い申し上げます。

宮里ガバナーをお迎えして。

国際ロータリー第2660地区ガバ
ナー宮里唯子様をお迎えして。
6月12日のレクイエム音楽祭には
ご臨席ありがとうございました。

宮里ガバナー、下條地区代表幹事、
ようこそおいで下さいました。

happy halloween!!

オリックスバファローズ優勝おめ
でとう!!
大阪が盛り上がってほしいです!

宮里ガバナー、地区役員の皆様、
ようこそお越しくださいました。

宮里ガバナーをお迎えして。

ガバナー公式訪問ありがとうござ
います。

宮里ガバナーをお迎えして。

宮里ガバナーようこそ。

無功徳　今日覚えました。
意味は前会長、幹事さんに聞いて
ください。

今日はたのしみな例会です。 本日の合計　52,000円　累計　407,000円

「いながわ100 人ゴミひろい DAY! について」

（会長の時間　続き）

るか、自然エネルギーとして風力や地熱がありま

すが安定した供給量に問題があります。そして水

力・原子力については、反対意見も多い。次に燃

焼してCO₂を発生しない発電燃料として水素とア

ンモニアが注目されています。また、CO₂からCと

O₂に分離回収する研究もされています。更には

CCSというCO₂を地中へ埋め戻す技術も実業化がカ

ギとなりますが進められています。全てを動員し

て化石原料依存から国も企業も投資を総合的に考

え実行することが求められます。しかし、現状は

ロシアの問題もあり化石燃料への回帰や先進国と

途上国の主張・利害対立等、動きが遅い。

私の大事な孫のためにも急いで欲しい。
　　　

クラブフォーラム②

10月31日のニコニコ報告

来年の主な地区行事予定

例会休会

担当：社会奉仕・職業奉仕委員会

奥村　雅一　会員 …

石田　貴子　会員 …

乾　　禎則　会員 …

沢田　武司　会員 …

子安　丈士　会員 …

飯原　多香　会員 …

ガバナーをお迎えして!!

宮里ガバナーようこそお越しくだ
さいました。

宮里ガバナーようこそおいで下さ
いました。

宮里唯子ガバナー本日はよろしく
お願いいたします。

宮里ガバナーようこそお越しくだ
さいました。

宮里ガバナー、本日はよろしくお
願いします。　

ニコニコ報告　続き

11月のお誕生日

新田　耕平　会員　　11月25日

池田　吉清　会員　　11月29日

高原誠一郎　会員　　11月30日

新谷　秀子　様 　　 11月 1日

國司　悦子　様　　　11月28日

11月26日㈯いながわ100人ゴミひろいDAY!について
　集合時間：10：30

　集合場所：本日地図をお送りいたします。

　服　　装：池田くれはRCの白のウィンドブレーカー着用

　　　　　　当日の気候に合わせた動きやすい服

　　　　　　装（スニーカーなど）でお越しください。

11月26日(土)

いながわ 100 人ゴミひろい DAY!

　　　　　　　（詳細は本ページ右下欄をご覧ください）
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10月31日の卓話

「方　針」

　今年度、当地区は大阪の地にロータリーが誕生

し、100年と言う節目の年を迎えました。　

　一方、私達は世界的な感染症の蔓延、紛争や戦

争と言った未曾有の不幸な現実を目の当たりにし

ています。今世紀、当たり前だと考えていた平和

や安全、健康がいかに脆弱で、また貴重なもだっ

たかをあらためて気づかされました。

　また、テクノロジーをはじめとする社会環境は

待ったなしで変化や進歩を遂げ、企業活動のみな

らず、ロータリー活動にも革新的かつ柔軟な適応

力が求められています。

　100年もの間戦争や経済不況を乗り越え発展し

てきたロータリーの輝かしい遺産に思いを馳せな

がらも、これからどんなロータリーの姿を求め、

実現していくのか、また喫緊の国際社会や地域社

会の課題に会員としてどう向き合っていくのか、

皆様と共に考えて参りたいと思います。

　2022-23年度の国際ロータリーと当地区のテー

マ、地区ビジョン、中期目標を御理解頂き、年次

目標達成への御協力をお願い申し上げます。この

達成こそが、おそらく未来のロータリーのあるべ

き姿への第１歩だと信じています。先ずはやって

みなければ、何も変わらないのですから…。

◆2022-23 国際ロータリー 　

ジェニファー・ジョーンズ会長のテーマと強調事項

・会長テーマ：

　　“IMAGINE ROTARY”

　　「世界にもたらせる変化を想像して大きな夢

　　を描き、その実現のためにロータリーの力と

　　

　令和4年11月6日(日) 10:00から、金光八尾中学

校高等学校にてインターアクトクラブの年次大会

が行われ、アサンプション中学校高等学校の皆様

と参加させて頂きました。

　現在、地区で提唱されているインターアクトク

ラブは11校あり、それぞれの学校の活動報告が聞

けました。

　講演会「花王のSDGsへの取組〜洗剤をつくる責

任！つかう責任？〜」がありました。

　その事をテーマにグループワークをし、フィー

ドバックが行われ、持続可能なより良い社会を作

る為にいろいろな案の発表がありました。

　一日がかりでしたが、大変有意義な時間だった

と思います。コロナ禍で停滞していましたが、明

後日は、アサンプションでの例会に参加させて頂

きます。

　これからも引き続き応援、ご協力のほどよろし

くお願い致します！

　　地区インターアクト委員会 委員　奥村　雅一

国際ロータリー第2660地区
        宮里  唯子ガバナー

2022-23年度  インターアクト年次大会報告

ガバナー　　   宮里 唯子　様

国際ロータリー第2660地区

茨木西RC

大阪南RC

米山功労者 卓話　続き　

つながりを生かしましょう。 昨日のことを　　

イマジン（想像）する人はいません。それは　　

未来を描くことです。」　

・会長イニシアチブ：

　　「参加者の基盤を広げる　DEI（多様性、公

　　平さ、インクルージョン）」で、女性会員基

　　盤の強化や、革新的クラブまたは活動分野に

　　基づくクラブの設立を要請されています。

・テーマカラー：

　　紫・緑・白でそれぞれポリオ・環境・平和を

　　意味しています。

◆2022-23年度 第2660地区のテーマと地区ビジョ

　ン・中期計画・年次目標

・テーマ：

　　『大阪のロータリー100周年を祝おう』

　　各クラブはそれぞれのやり方で、100周年を

　　お祝いして下さい。

・地区ビジョン、中期計画、年次目標

　　地区研修・協議会の冊子やウェブサイトから

　　ご確認頂けます。

10月31日のビジター

　宮里ガバナーにプレゼンターとなっていただき

授与式を行いました。

　この他、中西博之会員に、第2回米山功労者マ

ルチプルの感謝状が届いております。

地区代表幹事　下條 泰利　様

地区常任幹事　岡部 倫正　様
大阪城南RC

地区幹事　　 松下 浩章　様
高槻RC

米山奨学生　　 蔡　真彦　様

第10回米山功労者メジャードナー
谷口　浩　会員

第5回米山功労者マルチプル
池田　吉清　会員

第33回米山功労クラブ
池田くれはロータリークラブ

①地区より関西米山学友会秋の懇親会・研修会の

　ご案内が届いております。（事務局宛）

②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）

③池田市教育委員会より｢いながわ100人ゴミひろ

　いDAY！｣開催に伴う名義使用許可が届いており

　ます。（会長宛）

④本日例会後、社会奉仕・職業奉仕委員会をおこ

　ないますので、２階小会議室②にお集まりくだ

　さい。

10月31日の幹事報告


