
★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
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出席報告

例会数 会員数 出席数 出席率 備 考

第2212回 27名 14名 66.7％
出席義務免除

7名（出 1）

第2210回 27名 17名 77.3％
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 2213 回例会

① 開会 点鐘

② ソング ｢君が代｣「四つのテスト」

③ ビジターの紹介

④ 会員及び会員夫人誕生月祝

奥田会員、池本夫人

⑤ 会員結婚記念日祝

池本会員、上山会員、大橋会員、木村会員

松本会員

⑥ 会務報告

｢会長の時間｣「幹事報告」

⑦ 委員会報告

｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」

⑧ 卓話 「想い出｣ 奥田 長二会員

⑨ 閉会 点鐘

★例会前：3月度定例理事会

＊3/2（土）

会長エレクト研修セミナー（ＰＥＴＳ）・懇親会

於：国際会議場 3階

イベントホールＡ（会議）

登録：12：30～13：00 会議：13：00～17：15

長尾 穣治会長エレクト 出席予定

＊3/6（水）

大阪フレンドＲＣ 創立 20周年記念式典

特別講演「これからのがん医療と

大阪国際がんセンターの挑戦」

於：ホテルニューオータニ大阪 2階 鳳凰の間

開場：16：00 開演 16：30 閉演 18：00

池本会員、堀内会員 出席予定

第 2214 回移動例会 3月 9日（土）

ＩＭＲＤ開催に伴い、日時、場所変更

◎移動例会 12：00-13：00

於：個室和食 旬和席 うおまん

   なんばパークス店（なんばパークス７階）

◎ＲＩ第 2660 地区 ４組ＩＭＲＤ 13：30-16：30

＜ホスト：大阪なにわＲＣ＞

於：スイスホテル南海大阪 8階 ｢浪華の間｣



幹事報告

【配布物】

①週報

②3月の予定

【回覧】

①ＩＭ４組フレッシュロータリアン案内

②3/9（土）ＩＭＲＤ出欠表

③ロータリー手帳申込書

【連絡事項】

①次週 2/22（金）休会

②次回例会 3/1（金）

③ダウンタウンマニラＲＣ 40周年記念式典

  参加 2/21～24（7名）

④3/9（土）ＩＭＲＤ前の移動例会の場所につ

  いては確定次第、後日連絡

会長の時間

最近、日本のある寿司チェーン店のアルバイトが作

為的に不衛生な食材の扱いを仕掛け、その映像をネ

ット上で流し、それを見た人が〇〇の店の中だ、と

全く根拠のない事実と違う情報を上乗せしたメッセ

ージが拡散したため、〇〇のお店が売り上げが急激

に減る多大な被害を蒙る事件がありました。

昨年 6 月には、不法移民で揺れる米国では、泣きじ

ゃくる移民の子供が、親と引き離された悲劇の象徴

として画像に流れ、後にフェイク情報と判明したも

のの、著名歌手がその画像を投稿すると 37万件もの

反応があるほどの影響を及ぼしたとのこと。

情報操作は先のアメリカ大統領選挙でも行われたと

いう疑惑の捜査が進行中でもあるように、偽情報に

よる汚染は規模の大小を問わず拡大するばかりで

す。

一方、情報の浄化のため、書き込みを自動解析し、

危険な文言を排除する SNS 分析に軍事技術が応用さ

れ、関心が高まっています。しかしながらこれは、

ニコニコ箱

●ダウンタウンマニラＲＣへの友好使節の皆さん、

Bon
ボ ン

Voyage
ボヤージュ

!          品川 芳洋会員

●ダウンタウンマニラＲＣ 40周年表敬訪問、ご苦労

様です。           池本 繁喜会員

●先週欠席のお詫び。

2/21-2/24 ダウンタウンマニラＲＣ 40周年記念式

典に参加の皆様、お気を付けて！

                長尾 穣治会員

●先週（2/8）華蓮心斎橋店にて有志食事会を開催致

しました。参加頂きました会員の皆様、ありがとう

ございました。     有志食事会参加者一同

●今回合計   5,000円

●累計     490,000円

世論監視、言論統制という面を持ち合わせていま

す。表現の自由とフェイク情報浄化という二律背

反の課題は、データーの世紀の宿命的なものであ

るようです。

第五回クラブフォーラム報告

国際奉仕委員長

安田 憲司

会員の皆様方には、日頃、国際奉仕にご協力、誠

にありがとうございます。

先ず、姉妹クラブ ダウンタウンマニラＲＣ 40

周年記念式典に、今月 21日～24 日迄、鈴木パス

トガバナー補佐、堀内幹事を始め総勢 8名（石川

会員・森下会員・山田会員と随伴者、山本事務局

員・小職安田憲司）で参加いたします。

それから、6月の「ロータリー国際大会ハンブル

ク（ドイツ）」につきましても、現時点では私一



とは北朝鮮を含めた 6ケ国協議が頻繁に開かれる窓

口都市で、北朝鮮のレアーメタル（コバルト）資源

狙いと思われます。

元々、北朝鮮は隠れた大金持ちで、38度線付近、手

つかずのコバルトが日本円にして推定 600 兆円も眠

っているレアーメタル資源大国です。

特にドイツの鉄鋼メーカークルップ社は、超硬合金

の材料の粉を世界で唯一生産している企業であり、

これを確保する為に、瀋陽に進出しているのが良く

理解出来る。

世界はグローバルと言いますが、世界のコンピュー

ターマイクロチップの基盤用銅箔は日本の、北陸に

ある住友電工と、弊社顧客の、京都にある福田金属

箔株式会社の 2社で 100％製造しており、

東日本大震災で北陸住友電工が被害にあい、数ヶ月

間世界中の CPU（特に自動車関連。）が供給不可とな

り、大問題となった事、皆さん記憶にあると思いま

す。

また、約 40 年前に初めて当時のソビエトの、在大

阪ソビエト領事館のサープリン副領事を始め通訳

の方等、数名に空手を教えた事も記憶によみがえ

り、ソビエト等地政学的に非常に厳しい国々との交

渉は一筋縄ではいかない事も、身をもって学びまし

た。

現在の、この様な複雑な国際情勢の中で、奉仕コン

セプトに従い世界平和に貢献する、日本のロータリ

ー国際奉仕委員の役割は、非常に大きいと考えられ

ます。

これからの国際奉仕活動に、御意見等がありました

ら、遠慮なく安田宛、連絡いただければ、幸いに存

じます。

以上、今後ともよろしくお願い申し上げます。

人で参加します。（5月 31 日～6月 5日）

また、「カンボジア自給自足体制支援」について

も、品川会長自ら進めていただいております。

以上が、主な本年度、国際奉仕計画案として、予

定通り、進めている所存です。

特にフィリピンは、私には非常に縁の深い国とな

っており、先の大戦では亡き父が 1年以上フィリ

ピン・マニラで駐屯した事や、長女の娘婿のお父

さんが現在フィリピンの日系企業で単身赴任、昨

年結婚した次女の旦那は、スペイン系フィリピン

人でニューヨーク生まれのアメリカ人と、周りが

フィリピンに縁のある人ばかりで、今回も、姉妹

クラブ ダウンタウンマニラＲＣ40 周年記念式典

出席と、私も「どうして？」と、思う次第です。

ロータリー国際奉仕委員として、活動してどうし

ても話しておきたいことは、第一に、国際的には

「外交とは力なり、隙を見せればダメ。対等に話

すにはそれなりの力が必要。」と言う事です。

それから、第二に、情報をいち早く知り、其れに

対し先手を打つことが、成功の基本。

例えば、約 10 年前、中国新幹線開通前に、仕事

で大連から特急列車に4時間以上乗り訪れた瀋陽

と言う町に、ドイツ企業の巨大な経済特区があり

ました。

その時に、日本企業は、海岸沿い東莞（トンガン）

等の暖かい地域に進出しているのに、なぜマイナ

ス 20 度にもなる不便な中国奥地の瀋陽に、この

様な「ドイツ企業群があるのか。」と疑問に思い

ました。

※昨年、平成 29 年より、ルフトハンザドイツ航

空は、本国より瀋陽へ週 4便も増便しました。

これは良く調べたら、ドイツの国家戦略で、瀋陽
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