
★例会場：LINOAS（リノアス）8階 バンケットルーム 〒581-0803 大阪府八尾市光町2丁目60番

★例会日時：毎週金曜日12時30分

★事務所：〒581-0803 大阪府八尾市光町2丁目60番 LINOAS（リノアス）8階 ℡:072(997)0626 Fax:072(997)2620

★http://www.yaohigashi.org/  E-mail:yaohigashi@japan.email.ne.jp

＊11/23（金）は法定休日による休会

第 2203 回例会 11 月 30日（金）

☆卓話「お金の考え方」辻盛 英一会員

☆皆出席祝 3年 品川 芳洋会員

２０１８年１１月１６日（金）第２１８９号

2018 年 11月 9日（金）

出席報告

例会数 会員数 出席数 出席率 備 考

第2201回 27名 17名 77.3％
出席義務免除

7名（出 2）

第 2199回 27名 20名 83.3％
補    填

0名

Rotary International

国際ロータリー会長

バリー・ラシン

2018‐19 年度 RI テーマ

四四四つつつのののテテテススストトト

言行はこれに照らしてから

1. 真実かどうか

2. みんなに公平か

3. 好意と友情を深めるか

4. みんなのためになるかどうか

第２６６０地区

八尾東ロータリークラブ

YAO EAST ROTARY CLUB
●創   立：１９７３年２月２３日

●会   長：品川 芳洋

●幹   事：堀内 伸也

●会報委員長：高岡 正和

新しく生まれ変わろう

―クラブルネッサンス

第 2202 回例会

① 開会 点鐘

② ソング ｢奉仕の理想」

③ ビジターの紹介

④ 会務報告

｢会長の時間｣「幹事報告」

⑤ 委員会報告

｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」

⑥ 第 3回クラブフォーラム

       社会奉仕委員会部門

中澤 剛社会奉仕委員長

⑦ 閉会 点鐘

ニコニコ箱

●亡き父の通夜、告別式、大変お世話になりました。

                長尾 穣治会員

●①福家パストガバナー卓話お世話になります。

②池本さんヘアーブラシありがとうございまし

た。              鈴木 洋会員

●地区ロータリー財団委員長 福家 宏様、卓話あり

がとうございます。

リノアス初例会、初心に帰ってがんばります。

               桑田 タア子会員

●八尾中央ロータリークラブ 福家様、ご訪問あり

がとうございます。卓話の方、よろしくお願いし

ます。            石川 義一会員

●・福家Ｒ財団委員長、ご来訪ご苦労様です。

  ご指導よろしくお願いします。

・浅井さん、友の紹介ご苦労様です。

                奥田 長二会員

●地区ロータリー財団委員長 福家 宏様、卓話よろ

しくお願いします。      森下 慶治会員

●福家地区財団委員長、御指導よろしくお願いしま

す。             池本 繁喜会員

●今回合計 20,000円

●累計  290,000円



32 の国と地域から 148 組のアーティストによる

153 点の作品が 28 もの集落で展示。

瀬戸内海ははるか昔より交通の動脈として、多く

の新しい文化を伝播する役割を担ってきました。

瀬戸内の島々には伝統的な文化や美しい自然景

観が残っています。しかし、今、島々は高齢化、

過疎化により活力を失いつつあります。

瀬戸内国際芸術祭の開催で、島の住人と世界中か

らの来訪者の交流により島々の活力を取り戻し、

島の伝統文化や美しい自然を生かした現代美術

を通して瀬戸内海の魅力を世界に向けて発信し

ました。

芸術祭は、瀬戸内の島々を中心とした各地に展示

される美術作品、アーティストや劇団・楽団など

によるイベント、地元伝統芸能・祭事と連携した

イベントなどで構成され、第一回目では 105 日間

で延べ 94 万人の来場者があり大成功を収めまし

た。3 年に一度のこの芸術祭、次は 2019 年 4 月

から催されます。

現代社会が直面する大都市集中、高齢化、過疎化

が進む地方、自然環境破壊、IT 化による人間関

係の希薄化等、様々な課題へ、芸術を軸に、人々

の交流を創出し、地方の歴史、文化の情報発信を

し、農産物を始めとする地方の産物への関心を育

て、総合的な地域活性化に取り組んで社会を動か

してこられた北川フラム氏の文化功労受賞に拍

手を送りたいと思います。

会長の時間

文化の日に恒例の秋の叙勲の発表がありました。

各分野で活躍された方が評価され受賞の栄誉に

与られるのは晴れ晴れしくおめでたいことです。

一方、いつもおかしいなと思うのは、公的なお仕

事に携わってこられた代議士や公務員の方々が、

受賞されることです。社会に尽くすことが彼らの

仕事であり、社会へ貢献することは当然のこと

で、何か納得できません。皆さんは如何お考えで

しょうか？

今回、文化功労者として叙勲を受けられた中に、

北川フラムさんというアートディレクターがお

られます。日頃、馴染みのない分野の方なのでご

紹介させていただきます。

彼は、現代日本社会が抱えている大きな課題のひ

とつである地方の活力創生をアートの力でする

第一人者として活躍されてきた方です。東京芸大

で学んだ後、国内外の美術展、企画展、芸術祭を

プロデュース。

故郷の新潟で広域連携と地域の活性化を目指し、「人

間は自然に内包される」を理念に、新潟県越後妻有

地域の約 762 平方キロメートルの広大な土地を美術

館に見立て、アーティストと地域住民とが協働し地

域に根ざした作品を制作、継続的な地域展望を拓く

活動を目的とする芸術祭の総合ディレクターとして

プロジェクトを主導。

2000年7月に第1回大地の芸術祭 越後妻有アートト

リエンナーレ 2000 が開催され、52 日間で 16 万人以

上の来場者があった。3年に一度開催。

新潟に次いで、2010 年には、同様な発想で北川氏が

総合プロデューサーとなって瀬戸内国際芸術祭が瀬

戸内海の島々を舞台に展開されることになった。

幹事報告

【配布物】

①週報

②ロータリー友誌

③地区大会案内と名札



【連絡事項】

①バンケットルームを使用できない場合は、

3F会議室で例会を行います。

(11/9 例会後に参加者全員で現場確認に行く)

以上

「忘れてはならない

        ポリオ」

地区ロータリー財団委員長

（八尾中央ＲＣ）福家 宏氏

●ポリオ（急性灰白髄炎）は、主に 5歳未満の小

児が罹患する疾患。

●200 人の感染者のうち 1人に不可逆性の麻痺が

起こる。麻痺を起こした患者の 5%から 10%は呼吸

筋が機能せずに死に至る。

●ポリオの患者は、1988 年には 35万人いたと推

計されているが、99%以上減少し、2017 年には 5

人と報告された。この減少は、この疾患を根絶す

るための世界的な努力の結果である。

1988 年には 125 か国以上のポリオの常在国があ

ったが、2014 年には常在国は 3 か国（アフガニ

スタン、ナイジェリア、パキスタン）のみとなっ

た。

●感染した小児が 1人でも残っている限り、すべ

ての国の小児がポリオに罹患する可能性がある。

10 年以内に最後に残った常在国からポリオを根

絶することができなければ、毎年 20 万人もの新

規患者が発生し得る。

●ほとんどの国で、効果的なサーベイランスと予

防接種システムを確立することにより、他の感染

症にも取り組む能力を高めるよう包括的な努力

がなされている。

●何故今後も多額の費用が掛かるのか、例え

ば・・・・・

①アフガニスタンでは 2016 年 1 月

予防接種キャンペーンの予防接種員 57,000 人

以上

車 3,100 台

社会活動家 3,400 人

② ニジェールでは 2016 年 1月

ボート 17 艘

荷車 1,150 台

車  1,070 台

バイク 1,530 台

これらすべての費用をロータリーが負担しました。

●更に不活化ワクチン接種活動が必要となる

●私たちの役割

① 時間を捧げよう

② 寄付をしよう 更なるワクチン投与とサー

ベイランス強化のために

③ 「声」となろう 多くの人々にメッセージを

伝えよう

④ イベントを計画しよう

⑤ 自らの認識を高めよう

11 月度定例理事会報告

幹事：堀内 伸也

●日 時：2018 年 11 月 9日(金)

例会前 11：30～12：20

●場 所：例会場

●出席者：理事役員 5名

案件：

①会計報告 10月分→ 承認

②7/27 及び 10/26 金輪会（ＩＭ4組会長幹事会）

  報告（今後の IM４組間の周年記念時のお祝い金

  の件、IM ホスト順等）

→ 周年記念時のお祝い金は 1 名¥20,000 で

決定

→ 2019/03/09 IM4 組ロータリーデー開催

（スイスホテル南海/大阪なにわ RC ホスト）



③2019-20 年度地区委員選出の件

  →引続き堀内 R で承認（2 年目）

④例会場及び例会時間変更に伴うクラブ細則変更

  の件 →会員に予告し理事会にて決議する

⑤例会食事の件及び事務局契約に関する報告事項

→ 食事に関して 回/1 名 ¥1,200（税込）と

して当面運営

→ 事務局契約～2019/6 スミ、撤退 3 ヶ月前に

申出ること

⑥2018-19 年度意義ある奉仕賞の件

→ クラブとして立候補する方向、エントリー

締切期限を調査し、皆様へ告知して協力する

⑦指名委員会より

  → 別記の通り報告有り。承認

⑧ダウンタウンマニラＲＣ創立40周年記念式典へ

  の参加

→ 現時点 6 名（池本 R・森下 R・鈴木 R・石川

R・山田 R・安田 R）1 名に 5 万円をクラブ補助

金より補助することで決定（以後、参加人数が

増える場合は協議する）

⑨地区補助金事業の件

  → 11/18（日）から辻盛 R・堀内 R 現地訪問予

  定

⑩12/21（金）本年最終例会及び 1/10（木）新年

  第 1回例会の件

→（年次総会）12/21 例会後、レストランにて

食事（13：30～予定）

→（初例会）1/10 例会時、アルコールありで

新年の乾杯を行う

次年度役員理事の件

指名委員長 大松 桂右

次年度の役員理事が下記の通り指名され、11/9

（金）の理事会にて承認されましたので、お知ら

せ致します。

  

会長ノミニー

（2020-21 年度会長候補者）
石川 義一

2019-20 年度 役員・理事候補者

クラブ運営委員長・会場監督

・副会長 理事・役員
堀内 伸也

幹 事 理事・役員 辻田 摂

会 計 理事・役員 中澤 剛

職業奉仕委員長・会長エレクト

理事・役員
石川 義一

会員組織委員長（直前会長）

理事・役員
品川 芳洋

奉仕活動委員長 理事 高岡 正和

理 事 鈴木 洋

☆長尾 穣治 2019-20 年度会長は昨年 12 月

の年次総会においてに承認済です。

⑪今後の理事会開催時間の件

→ 基本、月初の第 1 週目例会の 1 時間前

（11：30～）

※ 案件内容によっては、時間変更あり

⑫その他

  → 12/21 の例会時に、大松 R ご入籍のお祝

  いをすることで決定

以上


