
今週の例会（2020年1月24日）

■ プログラム

■ 祝　誕生日
藤野　修次（29日）
榎本　善夫（30日）

・2月  7日：クラブフォーラム（国際奉仕）
・2月14日：特別卓話
　　　　　　大阪府議会議員　大橋　一功　様
・2月21日：卓話担当　森口　和信　会員

1月31日：卓話講師　
大阪南河内地域活性化推進協議会
地域活性化コーディネーター　谷口　清志　様

新年特別卓話　
泉大津市長　南出　賢一　様

■ 今後の予定

それでこそロータリー

■ 今月のロータリーソング
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ロータリーは世界をつなぐ
2019-2020　ＲＩ会長 マーク・ダニエル・マローニー　泉大津ロータリークラブ（創立1956.5.4）
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週報　第3060回
会　長　中　　 透　副会長　上田 秀朗
幹　事　杉本 憲一　ＳＡＡ  瀧谷 　達

例会場　　ホテルレイクアルスターアルザ泉大津
T E L　　 0725-20-1121
例会日時   毎週金曜日 12：30～13：30

泉大津ロータリークラブ

今月の歌

■ 次週のプログラム

■ 先週の例会
会長の時間

中　透　会長

な景色は忘れられません。
　地球温暖化による風水害や干ばつも顕著化して
おり、今後を人々はもう一度振り返る良い機会だ
と思います。
　中国武漢では原因不明の肺炎が流行っていま
す。コロナウイルスが同定されSARS（severe 
acute respiratory syndrome）と認定されました。
　日本人も神奈川県の方が一人罹患しましたが、
今の所広がりは見られません。
　中 近 東 で 流 行 っ たMERS（middle eastern 
respiratory syndrome）もSARSもオオコウモリや
ハクビシンを食べたひとに感染するコロナウイル
スが原因です。インフルエンザウイルスのように
変異が激しいウイルスではないので、また致死率
が高いので急速に感染が広がる様子はありませ
ん。
　しかし、今後も色々な感染症が出没してくると
思われますので注意が必要です。
　インフルエンザもA型もB型も流行っています

（活動内容）
・最終例会、懇親会　　　　　　 担当　　令和元年６月２８日　　　　ホテルレイクアルスターに於いて
・納涼例会　　　　　　　　　　担当　　令和元年８月２３日　　　　ホテルきららリゾート関空
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　２０Fマンハッタンに於いて
・クリスマス忘年例会　　　　　担当　　令和元年１２月２０日　　　ホテルきららリゾート関空
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　２F宴会場に於いて
（これからの活動計画）
・家族例会　　　　　　　　　　担当　　令和２年４月１９日　　　　劇団四季［リトルマーメイド］観劇
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　懇親会レストラン（イルピノーロ梅田）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハービスエント７F
・第２回目のゴルフコンペ開催　開催日　令和２年６月７日（日）予定

「中国のSARSについて」
　25年前の今日AM5：46分阪
神淡路大震災が起こりました。
6400名位の死者をだし、神戸の
街は崩壊しました。今神戸は再
生していますが、あの時の凄惨

■ ニコニコ箱
・アッセンブリー各担当理事、よろしくお願い
　します（中）
・本日、クラブアッセンブリーよろしくお願い
　します（杉本）
・本日、クラブアッセンブリーよろしくお願い
　致します（瀧谷）
・嬉しい事がありました（深井）
・例会欠席のお詫び（村田）
・欠席のお詫び（原（眞））
・早退のおわび（泉谷）
・早退のおわび（砂原）

累計
ニコニコ箱合計

422,000円
15,000円

榎本（12/25 和泉ＲＣ）
藤原（12/19 和泉南ＲＣ）
前山（12/13 親睦活動委員会）

■ メークアップ

委員会報告

幹事報告　　　　   杉本　憲一　幹事

■ ビジター

■ 出席報告 会員数42名 出席免除0名

85.37％

月日 出席率出席数 欠席 補充

1/17 34名 8名 ― 80.95％

12/20 32名 9名 3名

○令和２年度ゴルフコンペは、６月７日（日）で
　す。場所は追ってご連絡させて頂きます
　（西田　佳郎　親睦活動委員）
○本日、献血のチラシとポスターをお配りさせ
　て頂いております。１月２７日（月） 場所は、
　泉大津市役所です。お礼の品ございましたら
　当日までに例会、ロータリー事務局までよろ
　しくお願い致します（川端　徹　社会奉仕部
　門理事）

なし

「クラブアッセンブリー」先週のプログラム

クラブ奉仕部門理事
南出　和成

なし

ので、お身体には十分気を付けてください。

■ 祝　誕生日
南出　和成（22日）

親睦活動委員会
今井委員長を中心として毎月一回委員会を開催しました。
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　には学友の卓話を実現したい。
②世界大会への参加(アメリカ・ホノルル)は、逆
　に大会のため航空機代、ホテル代が値上がり傾
　向にあります。→少人数で直接、大会本部を通じ
　て確保するのがいいですが、言葉の壁がありま
　す。インターネットを使える若い会員さんが中
　心になってできればいいかなと思います。
③当クラブでは、初めてグローバル奨学生の申し
　込みがありましたが、現在まだ審査中です。合格
　を期待しています。
④米山奨学生の受入れの実績がありますが、中国、
　韓国系より、東南アジア等からの学生の受入れ
　を前向きに検討する(次年度に向けて)。
⑤最近は財団、米山奨学会とも最小の寄付しかし
　ていません。今年度の寄付金額等も例年と同様
　にします。
⑥財団の地区補助金の活用については、3年前の
　寄付金額の1/4程度の金額（約5万円程度）であ
　ること、手続きが煩瑣な割に金額が少ないこと
　等から、今年度の申請は見送りました。

【活動計画】
• 職業上の高い倫理基準
• 役立つ仕事はすべて価値のあるものという認識
• 社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の
　職業を高潔なものとすることを奨励し、 育むこ
　とが求められている。
　職業奉仕は、 事業および専門職務の道徳的水準
を高め、品位ある業務はすべて尊重されるべきで
あるという認識を深め、 あらゆる職業に携わる中
で奉仕の理念を実践していくという目的を持つも
のである。
　会員の役割には、 ロータリーの理念に従って自
分自身を律し事業を行うこと、 そして自己の職業
上の手腕を社会の問題やニーズに役立てるために
応えることが望まれる。
ロータリーの原点を考えるとき、職業人のクラブ
であり倫理性を大事にし、 会員同士例会を通じ自
己を高め、 寛容の精神で友人になり社会のために
奉仕する団体です。 
以上のことから、 職業奉仕の概念を大事にし、 ク
ラブと会員両方の役割、 具体的な実践活動の方法
を模索し推進したいと考えます。

会員増強・クラブ研修委員会
・会員増強について　
　吉本佳子　医師　助松団地診療所　泉大津医師
　会理事　推薦者　中会長
　令和2年１月より入会
　現在数名の候補者にアプローチしております。
・家庭集会について
　３月もしくは、４月に開催予定　講師の方は、ク
　ラブ内で考える。
会報・IT委員会
・週報への卓話記載、ご協力有り難うございます。
・クラブ内情報共有に関して、LINEによるネット
　ワークを進めております。

　2640地区では2019 ～ 2020年度は社会奉仕部
門は社会奉仕委員会と青少年・RYLA委員会が統
合されています。社会奉仕委員会は寺田 敏也副委
員長、外山 正明委員、榎本 善夫委員と私の４名
で、青少年・RYLA委員会は櫻井 善章委員長、西田 
佳郎副委員長、村田 福男委員の３名で構成され、
これまで社会奉仕および青少年・RYLA合同委員
会を２回行っております。2640地区社会奉仕委員
会で推奨される企画、立案を当クラブの委員会や
理事会で紹介し、計画の実践に向けて健闘してお
ります。
　活動基本方針としましては、１年間の単年度奉
仕活動と２年～５年程度の中・長期を目標とする
奉仕活動に視点をおいております。
　献血活動については、ここ数年、南大阪聖書教会
での泉大津フェスタ（2019年は８月12日）での献
血に泉大津ロータリークラブが後援しておりま
す。献血活動はライオンズクラブがずっと先に進
んで支援活動を行っておりますが、中会長は当初
から当クラブはライオンズクラブと同じような献
血活動はやりたくないと表明されており、泉大津
ロータリークラブでは趣向を変えた献血活動支援
を企画したいと考えております。泉大津市役所で
年２回（８月、１月）行われている献血は、献血参加
者が少なく、当ロータリークラブが支援すること
で、参加者の増加が見込まれます。まず第一弾とし
て、身近に迫っておりますが１月２７日（月）にプ
レリミナリーに共催し支援活動を展開いたしま
す。ロータリークラブの会員皆様の御協力を宜し
くお願いいたします。
　環境保全の一環として当クラブが活動に参加し
ている港湾美化清掃は、本年度の日時等詳細が決
まりましたら御連絡させていただきますので、こ
ちらについてもご協力宜しくお願いいたします。

　国際奉仕部門は、以下の3つの委員会がありま
すが、近年諸事情により活動が停滞気味です。
①ロータリー財団(森口和信委員長)
②米山記念奨学金(釜野典子委員長)、
③グローバル基金財務(臼谷喜世彦委員長)
　今年度の活動は、
①財団学友(奨学生等)との交流の復活：→年度内

職業奉仕部門理事
小門　茂樹

社会奉仕部門理事
川端　徹

国際奉仕部門理事
高寺　壽

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

四つのテスト

＝言動はこれに照らしてから＝


