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次例会は、1月6日(金)不死王閣にて

会長の時間  　　 会長 　加藤光祥

　早くも師走、今年も今日の例会を含め、あと2

回の例会を残すのみとなりました。

　今月は、疾病予防と治療月間です。

　ここ数年、コロナのパンデミック発生以来、コ

ロナに対する予防として、マスク・ワクチンが当

初全世界で勧められましたが、欧米の一部では、

マスク・ワクチンの強制は個人の自由・人権侵害

であるとして、これに反対する人々も現れ考え方

の違いが歴然としました。現在も感染者の発生は

相変わらず続いていますが、withコロナとゼロコ

ロナ進め方が国によって違います。

　ウイルスもBA5からBQ1へと刻々と変異しており、

感染力や重症化の状況を注視する必要があります

が恐らく、今の状況では年末にかけて感染者の数

は増えると見込まれています。しかし、以前は毎

日池田市での患者数が発表されていましたが現在

は発表されず、国や、県単位での発表になってい

ます。各市町村の集計値が県や国の数字と違うの

でしょうか。地元の感染状況数字が知りたい。

　予防にも治療にも薬は必要です。コロナの影響

で不足している薬が痛み止めです。ワクチン注射

によって起こる痛み、感染することによって起こ

る喉や関節の痛みなど、今まで痛み止めは普通に

一定量使われていましたが、億単位のワクチン注

射回数と２０００万人以上感染者の何割かが、痛

み止めを必要とされています、膨大な数です。そ

れに加え、後発メーカーの不正発生による相当数

のジェネリック医薬品の不足が発生し、それにつ

られて先発品の供給不足も加わり困った状況が続

いています。

　今、当社に厚生労働省医政局医薬産業振興・医

薬情報企画課　委託事業、「後発医薬品のロード
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《IMAGINE》未来を《IMAGINE》未来を

12月26日（月）

担当：親睦活動・出席・歌唱小委員会

（会長の時間　続き）

マップ対応状況に関する調査」事務局三菱UFJリ

サーチ＆コンサルティングから来ています。要す

るに後発品の比率を80%にしたい財務省主導の要

求に厚生省が、UFJに委託費を払っての調査です。

　この調査の内容は毎月報告しているレセプトデー

タの内容を見れば分かる内容です、後発比率も報

告の義務があり報告済です、厚労省内の縦割り行

政が問題、経費と労力の無駄では。

  希望の持てる話題として待望のコロナ治療薬ゾ

コーバ錠が緊急承認され塩野義製薬より発売され

ます。臨床症状の効果についてわずかであるとの

評価もありますが、ウイルスを減らす効果は示さ

れており臨床症状はウイルスが減った後に改善さ

れるので国産初の治療薬としてもっと早く承認さ

れ世界でも発売してほしかったと思います。薬の

開発も早い者勝ちです、ファイザー製薬ばかり莫

大な利益を稼いでいます。日本は医薬品も医療機

器も輸入過多です、これに負けてはいけません。

クリスマス家族移動例会「子ども達が事件を起こす訳」

担当：正岡　哲　会員

12月12日(月)

例会休会

12月19日（月）

場所：ホテルHilton OSAKA 4F 真珠の間にて

●11月号推奨記事

P15　　米山奨学生レクリエーション 報告

～16　  坂田妙子地区米山奨学委員会　委員長　

       今井卓哉地区米山奨学委員会　委員

       米山奨学生　　蔡　真彦さん

　　　 今井京子さん　　　　　　　　　　出席

　　　　

P17　  秋のRYLAセミナー　報告

～18　  坂田妙子青少年奉仕委員会　委員長

　　　 今井卓哉元地区RYLA委員会　委員長

　　　 趙航さん（当クラブ推薦受講生）

　　　 コットパ－シャリン・ティータット（当クラブ推薦受講生）さん

　　　　　　　　　　　　　　　　       出席

　

P28　　米山功労者

　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2回米山功労者マルチプル　　　中西　博之　会員

　第33回米山功労クラブ　　　　 　池田くれはRC　　

　クリスマス家族移動例会の出欠回覧に、宴会場

の間違いがありました。

　正しくは4階　真珠の間です。ホテルの地図は

下記のとおりです。

11月28日のニコニコ報告

加藤　光祥　会長 …

國司　真相　幹事 …

奥山　裕治副会長 …

青井　秀浩　会員 …

北川　智司　会員 …

小森　　正　会員 …

庄田佳保里　会員 …

坂田　妙子　会員 …

長嶋　貞孝　会員 …

池田　吉清　会員 …

松室　利幸　会員 …

岡本　　厚　会員 …

吉井　順子　会員 …

奥村　雅一　会員 …

石田　貴子　会員 …

今井　卓哉　会員 …

乾　　禎則　会員 …

沢田　武司　会員 …

“いながわ1 0 0人ゴミひろい
デー”お疲れ様でした。とりわけ
庄田・小森両委員長本当に有難う
ございました。そして、本日新会
員の入会式　本当にうれしい1日
です。

前々回、欠席おわび
ごみひろいDAY!大成功でした!
今日は妻の誕生日です。

森篤史さん入会及び誕生日おめで
とうございます。

いながわ100人ゴミひろいDAY!お
疲れさまでした。
娘の所属する呉服小学校吹奏楽部
が、2年連続全国大会での金賞を
受賞しました。

いながわ100人ゴミひろいDayお疲
れ様でした。

先日のゴミひろいDAY!!多くのご
参加ありがとうございました。庄
田委員長おつかれ様でした。

先日は「いながわ100人ゴミひろ
いDAY!」にご参加いただきありが
とうございました。

第2780地区に米山事業の講演に
行ってきました。勉強させて頂き
ました。

猪名川ごみひろいの会、盛大で良
かったです。

小森・庄田委員長お疲れ様でした。

いながわ100人ゴミ拾いDAYの成功
を祝して!

皆さんごみひろいご苦労様でし
た。すばらしい事業でした。

ゴミひろい参加できず申し訳あり
ませんでした。週末に甥が結婚し
まだその余韻に浸っています。次
は孫娘かな～？？

ゴミひろい良かったですね!!
森様よろしくお願いします。

新入会員様ようこそロータリーク
ラブへ

森篤史さんようこそ池田くれはRC
へ!本日よりどうぞよろしくお願
いいたします。

いながわ100人ゴミ拾いDAYおつか
れ様でした。

ゴミひろいお疲れさまでした。池
高吹奏楽部OBOG演奏会、庄田さん
すばらしい演奏ありがとうござい
ました。

本日の合計　47,000円　累計　488,000円

①地区より公共イメージ向上のための情報発信に

　ついてのお願いが届いております。

（会長・広報委員長宛）

②地区よりメルボルン国際大会「日本人親善朝食

　会」のご案内が届いております。（会長・幹　

　事・国際奉仕委員長宛）

③地区よりガバナーノミニー・デジグネート指名

　の通知が届いております。（会長宛）

④IM1組よりIM第1組ＦＲ（フレッシュロータリア

　ン）研修交流会のご案内が届いております。

（会長・幹事宛）

⑤地区より米山学友会クリスマス交流会のご案内

　が届いております。

（米山奨学委員長・カウンセラー宛）

⑥例会後に森会員の歓迎会をブリッジにておこな

　います。

子安　丈士　会員 …

飯原　多香　会員 …

いながわゴミ拾いDAYおつかれ様
でした。前回欠席おわびします。

いながわのゴミ拾い、お疲れさま
でした。新しい発見ができまし
た。新入会員森さん、よろしくお
願いします。

ニコニコ報告続き

11月28日の幹事報告
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11月28日の卓話

クラブフォーラム②

　本日の卓話は、IM１組ロータリーデー及び創立

40周年記念事業についての話し合いを行いまし

た。今年度は、IM１組ロータリーデー及び創立40

周年記念事業についてのクラブフォーラムを2回

予定しています。次回は2023年6月19日となって

おります。それまでに、それぞれの準備委員会に

て、必要に応じて委員会を開催し、準備を進めた

いと考えています。

おおまかな予定は、以下の通りです。

IM１組ロータリーデー：2024年2月～3月頃、不死

王閣にて開催を予定しています。内容について

は、延原ガバナーエレクト説明会（2023年2月頃）

後に検討を開始します。

創立40周年記念式典：2023年秋頃（もしくは2024

年4月16日前後）、不死王閣にて開催を予定して

います。内容については、本日いただいた皆様の

ご意見を参考に、準備委員会を開催して検討しま

す。本日は、貴重なご意見をありがとうございま

した。

IM1組ロータリーデー及び創立40周年記念事業について

　森篤史さん、ようこそ池田くれは
　　　　ロータリークラブへ

新会員入会式・歓迎会

　コロナでコンペの回数を間引いたこともありゴ

ルフ同好会の忘年会をしてメンバーの皆様に親睦

を深めていただこうと企画したのをきっかけに、

奥村会員から同じ集まるのだったらフグの会も合

流してみんなで楽しみませんか！と提案していた

だき合同の宴会を開催することになりました。

　12月６日（火）18時30分からスタートで、場所

は「田まい」へ20名の参加をいただき、一人ひと

りが和気あいあいと楽しそうに盛り上がっていま

した。

　これからもメンバーの親睦を深める楽しい企画

を作っていきたいと思います。

　皆様、お疲れ様でした。奥村さん有難うござい

ました。

ゴルフ同好会　世話役　中村　武

会長エレクト　高原誠一郎
次年度幹事　 今井　卓哉

米山奨学生　　 蔡　真彦　様

IM1組ロータリーデー実行委員長・副委員長

創立40周年記念事業実行委員長・副委員長

ゴルフ同好会忘年会＆フグの会

11月28日のビジター

ガバナー月信より

●12月号推奨記事

P3 　　公共イメージ向上セミナー 報告

～4 　  子安丈士プログラム・会報広報雑誌小委員会　委員長　

       青井秀浩会員

　　　 　　　　　　　　　　　オンライン出席

　　　　

P5 　  インターアクト年次大会　報告

～6　   奥村雅一地区ＩＡＣ委員会　委員

　　　　　　　　　　　　　　　　       出席

　

P7 　　興國高等学校インターアクトクラブ

～8　　 認定状伝達式 報告

　　　　2022年10月13日、興國高等学校インター

　　　 アクトクラブ認定状伝達式が開催されま   

       した。提唱クラブは、大阪南ロータリー  

       クラブで、清風高校に続いて2校目の提唱

       となります。2018年に当クラブがアサン

       プション国際中学校高等学校を提唱して

       以来、国際ロータリー第2660地区に、新

       しいインターアクトクラブが誕生いたし

　　　 ました。

12月のお誕生日

國司　真相　幹事　　12月 5日

今井　京子　様　　　12月16日

新田真理子　様　　　12月29日

　都合により、12月のお誕生日のお祝いは、次週

19日クリスマス家族移動例会にて行います。


