
今週の例会（2020年4月3日）

■ プログラム

■ 祝　誕生日
釜野　典子（１９日）
臼谷　喜世彦（２１日）
砂原　孝史（２３日）
延山　泰典（６日）

・4月17日：家族例会に振替休会
・4月19日：家族例会
・4月24日：卓話担当　砂原　孝史　会員
・5月 1日：定款の規定により例会休会

クラブフォーラム　
今井　克範　親睦活動委員長

■ 今後の予定

手に手つないで
■ 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）

菜の花畑に　　　入日うすれ
見わたす山の端　かすみ深し
春風そよ吹く　　空を見れば
夕月かかりて　　においあわし

おぼろ月夜
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Izumiotsu Rotary Club

週報　第3067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

の高校野球も無観戦試合になるというように大
変なことになっています。
　先週お話ししたPCR法も測定の器械が限られ
るため、今よりはましで10倍くらいの検体を処
理でき、6日からは保健所を通さず国の指定医療
機関では健康保険で無料で出来るようになりま
した。
　新しい話題として、コロナウイルスに対する
DNAワクチンがベンチャー企業のアンジェスと
大阪大学臨床遺伝子治療学教授の森下竜一先生
の共同研究で開発中です。
　従来の不活化ウイルスワクチンとする方法や
遺伝子組換えウイルスタンパク質をワクチンと
する方法に比べ、短期間で製造プロセスを確立
することが可能と考えられています。
　製造は、プラスミドDNAの製造技術と製造設
備を持つタカラバイオが担当します。
　DNAプラスミド法は短期間で大量生産するこ

「DNAワクチンへの期待」
　益々新型コロナウイルス肺
炎が人から人への感染が広が
り、小中高等学校の休校や
USJ、東京デイズニーランド、
プロ野球オープン戦や甲子園

4月10日：卓話担当　櫻井　善章　会員

とが可能で、安全性も高いとされています。現
在ワクチン製造を始めており、早ければ半年
くらいで臨床試験が出来る見通しという。
　早く実用化され世界を平穏に導いてくれる
ことを期待する。

■ ニコニコ箱
・クラブフォーラム クラブ奉仕部門よろしく
  お願い致します（中）
・本日、今井会員、松村会員、籔野会員クラブ　
  フォーラムよろしくお願いします（杉本）
・お誕生日祝ありがとうございます。本日ク
  ラブフォーラムよろしくお願い致します　
  （瀧谷）
・釜野様、ありがとうございました。早退のお
  わび（藤原）
・先週欠席、本日早退のおわび（松内）
・欠席のおわび（高寺）
・欠席のお詫び（植村）

累計
ニコニコ箱合計

543,000円
14,000円

榎本（2/27 大阪平野ＲＣ）
瀧谷（3/6 理事役員会）
植村（3/5 和泉南ＲＣ）

■ メークアップ

委員会報告

幹事報告　　　　   杉本　憲一　幹事

泉大津商工会議所青年部創立３５周年記念講
演のご案内をさせて頂きましたが、コロナウ
イルス拡大防止につきまして記念講演を中止
とさせて頂きましたのでご報告させて頂きま
す（瀧谷　達　会員）

先週のプログラム

会員増強・クラブ研修委員長　松村　泰英

■ 出席報告 会員数42名 出席免除0名

83.33％

月日 出席率出席数 欠席 補充

3/6 32名 10名 ― 76.19％

2/21 32名 10名 3名

■ ビジター
なし

クラブフォーラム　「クラブ奉仕部門」

○和泉南ロータリークラブ例会休会のお知らせ
　３月５日（木）・１２日（木）・１９日（木）の
例　会は定款第７条第１節（d）（3）により休
会　です
○ガバナー月信に載っておりますが、新型コ
　ロナウイルスの対応について地区として　
　は、【クラブに関する事がらについて】とい
　うことで、例会の開催、出席等に関する事が
　らは、各クラブの判断に一任するとなって
　おります
○メールボックスに後期会費請求書を入れさ
　せて頂いておりますのでよろしくお願い致
　します
○本日例会終了後、理事役員会を開催します

■ 祝　誕生日
瀧谷　達（12日）
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3、入会の経緯
　2012年4月20日入会　榎本会長の時　会員数
　47名
　高寺さん、藤原さん、杉本さん
　入会前は何も分からない、地域に密着して役に
　立ちたいち気持ちはあった。
４、他クラブの会員増強方法
　先般、和泉Rcの浜田会長と和泉南RCのパスト
　会長と会食する機会があり聞いてみた。
　子クラブの和泉南RCが現在50名の会員数に　
　なってきている。
　どのように増強しているのか？
　YEGよりの入会が多い。例会出席せんでええか
　らと入会の促進をしている。出席率55％位。
　※クラブの魅力を伝える。奉仕の素晴らしさ、
5、休会、退会防止の件
　クラブへの期待外れ、事業不振、奉仕への無関心
　など分析検討し防止につなげる。
6、家庭集会の件
　開催日時　4月24日(金)18時
　場所　　未定
　講師　森口パスト会長及び原パスト会長の2名

会報・ＩＴ委員長
籔野　信

親睦活動委員長
今井　克範

クラブにおいてのＩＴ活用
　地区ＩＴ委員会では、ＳＮＳやＬＩＮＥ等のコ
ミュニケーションツールの活用の相談、支援を行
うことを活動計画に挙げています。
　当クラブにおいても数年前からクラブのグルー
プラインが開設されています。情報の伝達に大変
有用ですので、一人でも多くのメンバーにご参加
頂きたいと思います。
　週報原稿についてのお願い
　週報掲載の例会卓話の原稿については、内容の
ダイジェストをメールで事務局までにお送り下さ
いますよう、ご理解ご協力をお願い致します。

本年度親睦活動委員会の委員長をさせて頂いてい
ます今井です。親睦活動委員会のクラブフォーラ
ムをさせて頂きます。
　私は、2018年度入会で昨年度親睦活動委員会で
活動させて頂いた後、2019-2020年度で親睦活動
委員長を拝命する事になりました。正直なところ、
ロータリークラブの活動のいろはも良く分かって
いない状況での委員長に戸惑いはありました。
しかし、今年度９名の委員会メンバーと中会長、杉
本幹事、上田副会長、南出理事を含め共に、協力し
合い助けてもらいながら、有意義な委員会活動を
させて頂いています。
ロータリー活動の４大奉仕活動のうち、クラブ奉
仕は会員相互の交流を深め、親睦を図る事により、
楽しさや面白さを共有するだけでなく、交流から
得られる情報や経験などを元に自己研鑽に努める
事ができます。その様な貴重な場を活気づける事
こそ、クラブ奉仕の根幹だと感じています。その中
で親睦活動委員会として、毎回の例会のスムーズ
な運営と活発な交流が図れる場を心掛けて例会に
臨む事が出来ています。
　本年度は、活動計画の中で、次のような方針をた
てました。
　ロータリークラブ活動の基礎となる親睦と奉
仕。その活動の根幹のひとつ「親睦活動」が楽しく
活気づく事を目指して1年間委員会を担っていき
ます。
　毎回の例会のスムーズな運営をまず重んじ、会
員間の親睦、交流が活発に行われる例会づくりを
目指します。また、納涼例会、クリスマス例会、家族
例会などの活動の中でも企画、運営方法など趣向
を凝らすべく活動については、当委員会での活発
な協議をもって計画・実施に取り組み、更なる会
員相互の理解と友情が深まり、参加して楽しめ、意
義深いと認識できる様な各例会となる様、活動し
て参ります。
　１年間、会員の皆様の大切な時間を意義あるも
のとし、会員相互の成長発展につなげ、奉仕の機会
に向かうべく積極的に取り組みます。
　この計画を元に、基本的に月１回の委員会開催
を目途に活動を行っております。本年度の委員会
事業としても、最終例会の懇親会、納涼例会、クリ
スマス例会、ＩＲＣゴルフコンペ開催の運営と数
も多く、委員会の議題には事欠かない内容となっ
てます。そして、まだ後今年度は、特別例会の中で
も大きな４月の家族例会が４月１９日に予定され
ています。また、６月７日には２回目のＩＲＣゴル
フコンペの開催が控えています。

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＝

　最終例会では、懇親会の設営、運営を景品抽選の
余興もさせて頂きました。納涼例会では、運営設営
と余興の大西ユカリさんのソングステージを行わ
せて頂きました。
　クリスマス例会では、ファニーカンパニーの演
奏と、景品の抽選や席次に委員会にて工夫を凝ら
せて企画運営させて頂きました。
　また、今年度は１２月に行われたゴルフ同好会
のゴルフコンペも２０名の参加を得て懇親会も盛
大に楽しく運営させて頂きました。あと、６月７日
も和歌山の紀伊高原ゴルフ倶楽部でゴルフコンペ
がありますので、是非ご参加よろしくお願い致し
ます。
　あと、１年の締めくくりに近いような形で、これ
から４月の家族例会を現在委員会にて準備計画を
練っております。劇団四季のリトルマーメイドの
観劇と懇親会です。新型コロナウイルスの影響で
現在劇団四季は休演中ではありますが、４月には
無事公演されていると信じて、後残り１カ月家族
例会が会員の家族とともに、交流を深め、楽しい意
義ある例会として開催できる様委員会メンバーで
計画、準備をして参ります。
　今年度、会員相互の成長発展につながる様な機
会の充実に向けて、引き続き頑張って参りたいと
思います。

ロータリーの目的

ロータリーの目的は、意義ある事業の基

盤として奉仕の理想を奨励し、これを育

むことにある。

具体的には、次の各項を奨励することに

ある。

第1　知り合いを広めることによって奉  

　　 仕の機会とすること。

第2　職業上の高い倫理基準を保ち、役立

　　 つ仕事はすべて価値あるものと認

　　 識し、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

　　 のにすること。

第3　ロータリアン一人一人が、個人とし

　　 て、また事業および 社会生活にお

　　 いて、日々、奉仕の理念を実践する

　　 こと。

第4　奉仕の理念で結ばれた職業人が、世

　　 界的ネットワークを通じて、国際理

　　 解、親善、平和を推進すること。 


