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RI テーマ

変革の時代、創造のとき。
新たな一歩で感動を！

Rotary International
国際ロータリー会長

イアン Ｈ.Ｓ.ライズリー

第２６６０地区
八尾東ロータリークラブ
YAO EAST ROTARY CLUB

四
四つ
つの
のテ
テス
スト
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

●創
立：１９７３年２月２３日
●会
長：大松 桂右
●幹
事：高岡 正和
●会報委員長：安田 憲司

第 2144 回例会

第 2143 回例会

7 月 28 日（金）

① 開会 点鐘

☆卓話「地区の活動」石川 義一会員

② ソング ｢奉仕の理想」

☆皆出席祝

9年

石川

義一会員

③ ビジターの紹介
＊7/29（土）2017-2018 年度

④ 例会決議

第 1 回クラブ国際奉仕委員長会議

⑤ 会務報告
｢会長の時間｣「幹事報告」
⑥ 委員会報告

於：OMM ビル

2階

201-202 号室

受付 9：30～

会議 10：00～12：00

辻盛 英一国際奉仕委員長

｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」

出席予定

⑦ 第 1 回クラブフォーラム
クラブ運営委員会部門
大橋 秀造クラブ運営委員長
⑧ 閉会

点鐘

＊例会後：第 6 回ＩＭＲＤ実行委員会

2017 年 7 月 14 日（金）
出席報告
例会数

会員数

出席数

出席率

第 2142 回

27 名

15 名

71.4％

第 2140 回

28 名

18 名

78.3％

備 考
出席義務免除
6 名（出 1）
補
填
0名

＊7/21（金）新旧理事役員慰労会
ニコニコ箱

於：ホテルモントレ グラスミア大阪

●八尾中央ＲＣ 会長、幹事様、ご訪問ありがとう

22Ｆ 日本料理「隨縁亭」
高橋会員、大松会員、高岡会員、上田会員
山田会員、鈴木会員、大橋会員、石川会員
山本事務局員

参加予定

ございます。
小路様、本日の卓話よろしくお願い致します。
大松 桂右会員
●不要備品施設にいただきました。ありがとうござ
いました。

大橋 秀造会員

★例会場：八尾市生涯学習センター<かがやき> 〒581-0833 大阪府八尾市旭ヶ丘5-85-16 ℡:072(924)3876
★例会日時：毎週金曜日13時30分
★事務所：〒581-0803 大阪府八尾市光町2丁目60番 八尾光町駅前ビル内 ℡:072(997)0626 Fax:072(997)2620
★http://www.yaohigashi.org/ E-mail:yaohigashi@japan.email.ne.jp

●大松会長初め役員理事の方々、本年度よろしくお
願いします。初例会出席出来ず申し訳ありません。 「IQOS これがすべてを変える」
池本 繁喜会員
フィリップモリスジャパン合同会社
●先週初例会欠席のおわび。

関西南ディストリクト

本日早退させて頂きます。

長尾 穣治会員

●八尾中央ＲＣ 会長 松尾様、幹事 露原様、ご苦労
様です。

IQOS 市場開発
エグゼクティブ
しょうじ

森下 慶治会員

●遅刻すみません！

小路

しんや

真也氏

辻盛 英一会員

●松尾会長、露原幹事ご訪問ありがとうございます。 本日は喫煙環境への弊社の取り組みを案内させ
小路様、卓話よろしくお願いします。
山田

ていただきます。
哲男会員

大前提として弊社は禁煙を支持しております。な
ぜなら、喫煙には依存性があり、疾病の原因があ
るからです。

●今回合計

4,000 円

ただし、WHO は中長期的において禁煙したくても
出来ない、もしくはリスクがあると理解したうえ

●累計

21,000 円

八尾中央ＲＣ様

で喫煙を続ける方が全世界で 10 億人以上いると
推定しています。

会長の時間

そのような成人喫煙者のリスクを減らすために、
我々は IQOS のようなリスクを低減する可能性の

八尾ＲＣ・大阪柏原ＲＣ・八尾中央ＲＣへの表敬訪

ある製品を開発し、幅広く受け入れられ使用され

問。各クラブの規模の大小に関係なく、それぞれの

ることを目指しております。

クラブが奉仕事業等に熱意をもって取り組んでおら

喫煙を続ければ続けるほどリスクは高まり、禁煙

れます。

するとリスクは減っていく事が実証されていま

各クラブが事業実施を行うときにそれぞれのクラブ

す。

が参加協力できる部分があれば協力し、他クラブと

我々は先ほどお伝えした喫煙をし続ける方に

の連携に取り組むことも必要ではないかと思いま

IQOS に切り替えていただき、禁煙に近いリスク

す。

となる事を目指しております。
そもそも、なぜたばこには害があるといわれてい

幹事報告

るのかといいますと、たばこに火をつけて 800℃
以上の温度で燃やす際に発生する煙に役 100 種

①次週、7/21（金）は例会決議がございますので、
皆様、出席を宜しくお願いします。

類の有害性成分が含まれていると言われていま
す。燃やすから煙が出て有害性成分が発生してい
るのです。だから当社では燃やさず 350℃で加熱
する IQOS を開発いたしました。
そして WHO が優先指定している有害性成分量を、
今皆様がお吸いの紙巻きたばこと比べて約 90%

臨時理事会報告

も低減する事に成功いたしました。まだ IQOS に

幹事：高岡

関しましてリスク低減とは断定しておりません。
しかし、そのリスクを見極めるために研究を続け

●日

正和

時：2017 年 7 月 14 日(金)

ており今の段階ではとてもポジティブな結果が

例会後

14：40～14：55

出てきております。

●場

今までは喫煙者自身の話でしたが、これからは非

●出席者：理事役員 5 名

所：かがやき

４階

小研修室４

喫煙者にも関係のある屋内環境の件になります。
IQOS のたばこベイパーは、紙巻きたばこの煙よ
り素早く消え、屋内環境に悪影響を及ぼさない事
が ISO の国際規格に基づいたエアクオリティー

案件：
①九州北部の豪雨災害に対する義捐金募金の件
義捐金は 5 万円。7/21・28 で会員より募金を募る。
不足分はニコニコより補填する。

テストで実証されております。
そして現在、日本の喫煙人口が約 2 千万人と言わ
れておりますが IQOS の出荷台数は 400 万台を超
え、使用者も 300 万人を超える勢いです。
まだまだ道半ばでありますがたばこの煙をなく
し、喫煙者も非喫煙者も共存し気兼ねなく一緒に

②『かがやき』のメイン例会場変更の件。
4Ｆ 小研修室 4→地下 1Ｆ ミーティングルーム
変更理由・・・例会備品を地下 1Ｆから 4Ｆへ
の運搬。準備時間が少ないため例会開始直前ま
でかかる。
部屋が狭いため、お客様、会員がほぼ出席した

いる時間を楽しむことが出来る世界を実現した

場合、部屋に入りきれない可能性あり。

いと考えております。

食事を運ぶのにも地下 1Ｆミーティングルーム
より時間がかかる。
※7/21・28 はキャンセル料がかかる為、また
8/25 は地下 1Ｆミーティングルームが使用で
きない為、4Ｆ

小研修室 4 を使用。

③11/17（金）例会食事の件
親睦旅行がある為、例会時間が 10：30～11：30
に変更。その時間にお弁当が間に合わない為、例
会時間での食事はなし。
親睦旅行参加者は、お弁当を購入してバスで摂る
か、途中のパーキングで食事を摂るかは辻田親睦
活動委員長に確認。
親睦旅行者の昼食費用については、親睦費、当日
会費、各自でするのかは辻田親睦活動委員長に確
認。
④アールブリュットちらし・ポスターの八尾東ＲＣ
の記載内容
前回同様インキュベーターとして、ちらし、ポス
ターに記載。
以上

第２６６０地区
八尾東ロータリークラブ
YAO EAST ROTARY CLUB

