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2017‐18 年度

RI テーマ

変革の時代、創造のとき。
新たな一歩で感動を！
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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

Rotary International
国際ロータリー会長

イアン Ｈ.Ｓ.ライズリー

第 2158 回例会

第 2159 回例会

① 開会 点鐘

片山

② ソング ｢君が代｣「四つのテスト」

●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

12 月 8 日（金）

勉ガバナー公式訪問

＊同行者：
しおたに

③ ビジターの紹介

地区代表幹事（大阪東ＲＣ）塩谷

④ 会員及び会員夫人誕生月祝

地区幹事（大阪東ＲＣ）

みなみ

しん じ

眞治 様
かつひろ

南

克宏 様

石川会員、森田会員、陣田会員、坂原夫人
⑤ 会員結婚記念日祝

谷村会員

★例会前（12：30～13：30）
片山ガバナーと理事役員による懇談会

⑥ 会務報告

☆卓話「2017-2018 年度 RI 会長テーマ

｢会長の時間｣「幹事報告」

及び第 2660 地区ガバナー方針」

⑦ 委員会報告
｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」

ＲＩ第 2660 地区 ガバナー 片山 勉氏
☆｢ロータリーの友｣紹介

⑧ 第 3 回クラブフォーラム

谷村

社会奉仕委員会部門

政哉広報・雑誌委員長

大橋 秀造社会奉仕委員長
⑨ 閉会

点鐘
2017 年 11 月 24 日（金）
出席報告

＊例会後：12 月度定例理事会

＊12/2（土）

例会数

会員数

出席数

出席率

第 2157 回

28 名

15 名

68.2％

第 2155 回

28 名

18 名

78.3％

大阪ネクストＲＣ 創立 10 周年記念式典
於：太閤園

2階

「ゴールデンホール西」
祝宴

第一部記念式典
第二部祝宴

｢浪速の間｣

10：30～

12：00～13：00

大橋副会長・高岡幹事

出席予定

備 考
出席義務免除
7 名（出 1）
補
填
2名

ニコニコ箱
●あらためて、野球同好会の皆さん、優勝おめでと
うございます。
上山会員、本日の卓話よろしくお願い致します。
大松 桂右会員

★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 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

●グレン＆千杯選抜野球大会、優勝おめでとうござい

ては、引き続きご協力頂きますよう、宜しくお願

ます。

い致します。

先日、クラブ親睦旅行、とっても楽しく過ごさせて

また、本日の例会後もＩＭ第４組の会長・幹事会

頂きました。皆様には大変お世話になり、ありがと

が開催され、ＩＭＲＤの打ち合わせがあります

うございました。

が、ホストクラブとしての役割を果たせるように

上山さん、卓話御苦労様です。 桑田 タア子会員

しっかりと説明してまいります。

●上山さん、卓話よろしくお願いします。
大橋 秀造会員

幹事報告

●寒くなりました。「風邪」に気をつけて！
鈴木 洋会員

今回は特にございません。

●野球同好会、優勝おめでとうございます。来年は八
尾東ＲＣが世話役のようです。
それと、湯郷温泉旅行は楽しかったですね！
石川 義一会員
●親睦旅行、楽しかったです。皆さんにお世話になり、 「財団プログラム：
有難うございました。

ポリオ撲滅活動について」

野球同好会、数年ぶりの選抜野球大会、優勝おめで

上山

とうございます。

惣太Ｒ財団委員長

池本 繁喜会員
野球同好会
グレン＆千杯・田中作次旗
第 14 回選抜野球大会
優
勝

先日のロータリーの友誌でも紹介されていま
したが、財団プログラムのひとつとしてポリオ撲
滅活動が挙げられます。その中で RI 会長のメッ
セージが記されていますので改めて紹介させて
いただきます。
オーストラリア・メルボルンの博物館では【鉄

●今回合計

10,000 円

の肺（人工呼吸器）
】が展示されていました。1950
年代のポリオ大流行を覚えている人にとって、鉄

●累

計

339,580 円

11 月結婚記念日祝
陣田会員

の肺は、ポリオワクチンのおかげでいかにポリオ
対策が進歩したかを物語る証拠です。かつての貴

会長の時間

重な医療機器が、今では博物館の展示物なのです
から。

今年度に入り、５ヶ月が過ぎようとしています。

世界の多くの地域において、ポリオのストーリ

前回の例会にて、指名委員会からの報告でもありま

ーはシンプルです。ポリオの脅威に長年脅かされ

した通り、次年度の役員も決定されました。

た後、ワクチンが開発され、克服されるのです。

現時点において、本年度の各事業につきましては、

しかし世界のいくつかの地域においては、そのス

まだ未実施の事業が多く残っております。つきまし

トーリーは異なりました。そのような国の多くで

ては、今年度の後半において各事業を実施していく

はワクチンが入手できなかったり、大規模なワク

ことになりますので、スケジュール等、大変忙しい

チン投与は費用がかかりすぎたり、単に子供たち

内容になるとおもいますので、各会員におかれまし

に行き届かなかったのです。博物館にしまわれた

国がある一方で、こういった国々ではポリオは猛

クラブ親睦旅行のご報告

威を振るい続けていました。そこでロータリーが

親睦活動委員長 辻田

摂

一歩踏み出し、声を上げたのです。『どこに暮ら
していても、どういう環境に置かれていても、全

11 月 17 日～18 日に岡山県に親睦旅行に行ってまい

ての子供達がポリオのない人生を送る権利があ

りました。

る』と。

17 日の例会後 12 時にバスで出発して、まずは神戸

ポリオプラスが発足して数年後、ロータリー、 三田にありますキリンビール工場見学にいきまし
各国政府、世界ポリオ撲滅推進活動（GPEI）が一

た。1 分間に 2000 本の缶ビールを作れるのは日本一

体となって取り組んだことで、ポリオの発症件数

の速さだそうです。見学後作りたての生ビールを頂

は年間 35 万件だったのが、2017 年にはわずか数

き、出発いたしました。

件にまで減少しました。しかし発症件数ゼロを達

夕方に宿泊先の湯郷館に到着して、ゆっくり温泉に

成し、維持しなければポリオ撲滅は実現できませ

癒されて、6 時半から親睦旅行恒例の奥田会員の乾

ん。そのためには、皆様一人ひとりの支援が必要

杯で始まり、みなさまと楽しい時間を共有できたと

です。

思います。

10 月 24 日は世界ポリオデーです。これまでに成

18 日は雨予報だったのですが、なんとか雨も上がっ

し遂げたことを祝い、ポリオ撲滅を完遂するため

て紅葉狩り、ぶんぶんファクトリーで見学しまし

に人々の意識を高め、資金を募る機会です。

て、津山市内にあります焼肉屋でそずり鍋を頂き、

今年の世界ポリオデーでは、シアトルにあるビ

出発いたしました。

ル＆メリンダ・ゲイツ財団本部でライブストリー

怪我等なく無事参加された 12 名帰阪しました。

ミングが行われました。ロータリーは今後 3 年間

参加された会員のみなさんどうもありがとうござ

で年 5000 万ドルの寄付を約束しました。この 2

いました♪

倍の額をゲイツ財団が上乗せし、ロータリーが世
界ポリオデーなど年間の募金活動で調達する総
額を、事実上 3 倍にしてくれます。
みなさま、今後とも、ポリオ撲滅活動にご協力く
ださい。
＊ビル・メリンダ・ゲイツ財団
マイクロソフト会長のビルゲイツと妻のメリ
ンダによって 2000 年に創設された世界最大の慈
善基金団体。2006 年にはウォーレン・バフェット
の 300 億＄にのぼる寄付により規模が倍増した。
世界における病気、貧困への挑戦をおもな目的と
している。

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

