
　本日、12月11日は通常の例会終了後に年次総会

が開催されます。次年度に向けての重要な総会で

ありますので、会員の皆様、採択にご参加の程よ

ろしくお願いいたします。

　また、本日の卓話は奥村会員の「髪について」

で会長の私は大変楽しみにしております。後程宜

しくお願いします。

　　　　　ロータリー財団について（2）

　ロータリアンは、財団創立100周年度に、目標

額3億ドルの募金に成功しました。この成功に寄

与した方は、それがいかに大きな達成であるかを

誇りに思って下さい。おそらく一度も行ったこと

のない世界のどこかで、一度も会うことのないで

あろう人たちの暮らしが、皆さんのおかげでより

豊かになっていると思われます。（イアン・ライ

ズリー会長メッセージ）

　また、ロータリー財団へのオンライン寄付が大

きく増えています。ビル＆メリンダ・ゲイツ財団

からの寄付1億ドル(クレジットカードでオンライ

ン決済ができない程の高額な寄付）を除けば、寄

付全体に占めるロータリーのオンライン寄付の

割合は、業界平均7.2％に非常に近くなっていま

す。

　ロータリーでもオンラインで簡単に寄付がで

きる様になりました。パソコン・スマートフォ

ンで財団に寄付ができ、寄付のページは日本語

で利用でき、通貨も選択できます。
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　  平成29年12月11日 第1492回例会　№1491

新田　耕平会員　昭和23年11月25日

池田　吉清会員　昭和23年11月29日

高原誠一郎会員　昭和38年11月30日

新谷　秀子様　　昭和13年11月 1日

國司　悦子様　　昭和48年11月28日

10月のお誕生日お祝い

12月11日(月)

例 会 休 会

プログラム・会報広報雑誌小委員会
担当 親睦活動・出席・歌唱小委員会

　　　

   

11月のお誕生日

会長の時間  　　会長  岸添広一

和牛ステーキ
海老フライ、サラダ
ごはん、香の物、みそ汁

12月18日(月)

「髪について」

担当　奥村 雅一 会員

「クリスマス家族移動例会」

幹　事　報　告

①本日17時から、第6回理事会が開催されました。

②地区より、第2回クラブ国際奉仕委員長会議の案

　内が届いております（岡本委員長宛）。

③地区より、2016-2017表彰関連でロータリー財団

　100％「Every Rotarian Every Year」クラブバ

　ナー、ロータリー財団100％「ロータリー財団寄

　付」クラブバナー、ロータリー財団End Polio Now

　感謝状が届いております。

④12月のロータリーレートは112円です。

⑤米山記念奨学会より、米山功労者への感謝状が届

　いております。

　正岡会員　米山功労者第9回マルチプル



　

米山記念奨学会より、米山功労者感謝状授与

正岡会員　米山功労者第9回マルチプル

日時　2017年12月４日　17：00～18：00

場所　ブリッジ

理事数　12名

出席理事数　11名

審議事項
第1号議案　次年度役員・理事等承認の件

　　　　　　承認

第2号議案　10月2日月見家族移動例会決算報告

　　　　　 承認の件

　　　　　　承認

報告事項

（1）次々年度会長指名について

　　会長指名特別委員会より、岡本厚会員が次々

　　年度会長として指名され、11月20日の持ち回

　　り理事会にて承認。会員からの異議申し立て

　　もなかったことが報告された。

（2）1組若手会について

　　当クラブから5名の会員が参加。

　　他クラブからは入会検討者も複数出席し、懇

　　親が深まった。

（3）11月度７RC幹事会について

　①秋のRYLAセミナー、７RC親睦ゴルフコンペ、

　　若手会報告。

　②3月24日IMロータリーデーは服部緑地公園で

　　桜の記念植樹と記念演奏会。

　　当日の午前中に若手会を実施。

　　地区米山奨学委員会委員長・田中隆弥副会長

　　が講演を行うことが報告された。

以上

第6回理事会議事録感 謝 状 授 与

12月のお誕生日お祝い

12月の結婚記念日

 沢田　武司・三喜子ご夫妻　

　　昭和63年12月11日

2016-2017年度

100％「Every Rotarian Every Year」クラブバナー

00％「ロータリー財団寄付」クラブバナー

（「End Polio Now感謝状」も届いております。）

ビ　ジ　タ　ー

米山奨学生　 鄭　芝ｴｲ 　様



　　

　「がん」宣告をされた人の中には、長い闘病生活

の後にがんを克服され、現在ご自身の体験を伝える

活動をされている方もおられれば、逆に（芸術に携

わる方々などは）芸術的エネルギーが失われてしま

うから手術はうけない、酒とたばこは手放せない、

といったようなさまざまな方々がおられます。

　垣添さんは、がんに対して向き合うのに人は実

に多様であり、人間の強さ、弱さをすべて包摂し

て医療はあるものだと強く感じています。と言っ

ておられます。

　また、がん経験者が、がんになる以前と同じよ

うな生活を気負いなく営める社会の実現こそ、こ

れからの成熟した社会のあるべき姿です。とも語

っておられます。

(第2660地区のクラブの掲載をご紹介します。)

P30　環境問題考えてと腐葉土培養箱を寄贈　　
　　　高槻西RC
　高槻西RCは、高槻市立芝谷中学校へ、花壇で使

用する腐葉土をつくるための「腐葉土培養箱」を

寄贈されました。生徒会長は「落ち葉や米ぬかを

再利用して、腐葉土をつくり、学校の花壇の花を

立派に咲かせたい」と感謝の気持ちを語ってくれ

たそうです。

ガバナー月信9月号より

●ロータリーの友12月号推奨記事
12月は疾病予防と治療月間です。

《横組み》

P14　日本から命を守る新しいカタチ
 バングラデシュの医師であるハークカンダカル

・モハマド・アノアルさんは、沼田RCの米山学友

でもあります。沼田RCは、ハーク医師を通じて、

医師不足に悩むバングラデシュに対し、「遠隔医療

システム」という形の医療支援を行っています。

　これは、日本のロータリークラブによる新しい

形の医療支援になるでしょう。

P16　高血圧発見！わがクラブの健康管理委員会
　鹿沼（かぬま）東RCには、職業奉仕、財団、親

睦といった各委員会と同列に、「健康管理委員会」

があります。医師や保健関係者の会員を中心にし

て年に数回、健康にかかわるタイムリーな卓話や

希望者へのインフルエンザ予防接種、例会前の血

圧測定などを行っています。

　例会で行う血圧測定で、自分が従来思っていた

血圧より高いことがわかり、普段の食生活や飲酒

に気をつけるようになった会員も少なからずいる

そうです。

P34　2017-18年度　地区大会略報Ⅰ
　先日RI第2660地区の地区大会が行われましたが

他地区の地区大会の様子がこちらで掲載されてい

ます。地区によって講演では、いろんな分野の方

がゲストに呼ばれており、第2730地区では今話題

の貴乃花部屋おかみ・花田景子さんが「心をつか

むコミュニケーション」というタイトルで講演さ

れました。

《縦組み》

P4～8　人はがんとどう向き合うのか？
　日本対がん協会会長 垣添忠生さんの記事です。

Pick Up ロータリーの友

MY ROTARYより

疾病との闘い
https://www.rotary.org/ja/our-causes/fighting-
disease

（以下抜粋）

世界で数百万人が病気によって苦しみ、貧困を強い

られています。私たちが疾病の予防と治療に力を注

ぐのは、このためです。病気の蔓延や医療不足に悩

む地域社会に、仮設クリニックや献血センター、研

修施設をつくったり、医師と患者と政府が協力でき

るインフラを設計するなど、世界中のロータリー会

員は、人びとがより良い医療を利用できるよう支援

しています。

疾病との闘いにおける成果
ロータリー財団は、世界各地のプロジェクトや活動

に補助金を提供しながら、疾病の予防と治療に力を

注いでいます。

ロータリーによる活動の例：

●きれいな水の提供。 

●HIV感染の減少。

●ポリオの撲滅。 



 　
　　　

 前々々例会 11月4日分のメークアップ　　　

  新谷会員　11月10日 RI第2660地区2017-2018年度地区大会　
　　　　　　　　　　　　　　　　出席（出席免除者）

     

1491 回 1488 回

Ａ 会員数 31 名 31 名

Ｂ 出席免除者数 5 名 5 名

Ｃ 出席義務者数 Ａ-Ｂ 26 名 26 名

Ｄ 出席義務者欠席数 名 　2 名

Ｅ 出席義務者出席数 Ｃ-Ｄ 23 名 24 名

Ｆ 出席免除者出席数 4 名 4 名

Ｇ メークアップ数 0 名

出 席 率 　 ％ ９０.００％ 　９３.３３％

補 正ホーム

例会日

例会回数

 2017年12月4日  2017年11月4日

ホーム出席率(本日)=(E+F)÷(C+F) 補正出席率=(E+F+G)÷(C+F)
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国際奉仕委員会事業について 

 

　

  

　

出　席　報　告

　

　平均寿命とは、その歳に生まれた人が（社会情

勢などの変化がない限り）何歳まで生きられるか

を示したもので、健康寿命とは、実際上の病気の

有無にかかわりなく、介護を受けたり、寝たきり

になったりせず、活動性の高い状態で日常生活を

送れる期間を示します。

　日本の平均寿命と健康寿命の差は、約10年です。

健康寿命を延ばし、最後の10年をいかに暮らせる

かが大きな問題となります。

　健康寿命、介護予防を阻害する因子として、下

記の3大因子が言われています。、

①内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）  

　今騒がれているメタボリック症候群は血管病変

　を引き起こし、脳疾患・心疾患を招きます。

②運動器症候群（ロコモティブシンドローム）

　骨粗鬆症・脊柱管狭窄症・変形性関節症にて運

　動機能の低下を招きます。

③認知症

　本日は、上記3大因子につき、卓話させていただ

きます。

卓　　話

ビ　ジ　タ　ー
　　　♪クリスマス家族移動例会でお迎えする

　　　ソプラノ歌手田中郷子さんのプロフィール♪

　2005年スペインでの初ソロリサイタル以降、ベートー

ヴェン『第九』、モーツァルト『レクイエム』各ソプラ

ノソロを務める等、コンサートを中心に活動中。国歌

独唱、異ジャンルとのコラボレーション（フラメンコ、

ジャズ、邦楽など）、新作初演など活動を展開。　

　支援活動にも力を入れており、学校で音楽教育が行わ

れない地域（ラオス・カンボジア）での学校公演などを

行っている。　　　　　　　　　　　（facebookより）

米山奨学生　 

          　鄭　芝ｴｲ 　様

～　月間によせて　～

「最後の10年を最高の10年に」

藤原　史郎 会員

合 計　29,000円　 累 計　532,000円

ニ  コ  ニ  コ  報  告
岸添　広一　会長 …

沢田　武司　幹事 …

藤原　史郎　会員 …

吉井　順子　会員 …

新田　耕平　会員 …

谷口　　浩　会員 …

奥村　雅一　会員 …

石田　貴子　会員 …

乾　　貞則　会員 …

富田　博文　会員 …

北川　智司　会員 …

かぼちゃが終わったと思ったら、
もうジングルベルですネ!!御堂筋
のネオンがとてもきれいです!!

29回目の結婚記念日です。
ありがとうございます。

卓話です。よろしくお願いします。

昨日、鏡がテーブルからすべり落
ち割れました。気をつけて生活し
ます。

家内の誕生日です。

久しぶりの雨も気持ちが良いで
すね!!

おつかれさまです!!

欠席おわび

12月18日クリスマス移動例会宜し
くお願いします。

妻が誕生日です。

長男が声帯の手術をしましたが、
無事に退院しました。

合 計　26,000円　 累 計　502,000円


