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本日のプログラム

２ 月 ２６日（2195 回）

「 出張職場訪問 」
ｽﾋﾟｰｶｰ ㈱栄水化学 代表取締役社長 松本久晃 氏

次回のプログラム

「 危機管理どこまで？

３ 月

」
安田 亨会員

担当 職業奉仕委員会 (藤井秀樹会員)

２０２０年 ２月１９日(水) 第３例会

４日

ブラクダ からの感染でした。今回の新型コロナウイルス
は、最初コウモリが感染源だと思われていましたが、今

１． ソング

「 大牧場はみどり 」

は、野生のヘビがコウモリをエサにする事で、コウモリか
らヘビに感染し、ヘビを食用とする人への感染ではないか

２．ビジター紹介
ｽﾋﾟｰｶｰ

と言われています。
その感染力は、インフルエンザより少し低いか同じく

(関西ペイント販売㈱)

らいだと言われています。少なくとも SARS や MERS よりは

大阪販売部建築担当 部長 杉田 広訓 氏
〃

田中 達也 氏

低いようです。厄介なのは、これまでは感染ルートが日本
ではわかっていたようですが、現時点で少し疑問視されて

(中井会員ゲスト) 大谷 勘介 氏

いるようです。
現在、武漢では感染ルートが追えない状態、言わば、

３．出席報告
会 員 数 ４７ 名

市中感染になっているとの事です。
出席数

出 席 率 93.61％

４４名

前々回補正 95.55%

【本日の欠席】

少しずつ広がりをみせている日本でも、ルートが追え
なくなっているのではないでしょうか。
そもそも感染が世界中に拡散した要因は、中国での野

越賀・中西・西村(嗣) 各会員

生動物を食する食文化、劇的に増加した人の移動、政治的

【補填】

な隠蔽体質等、困ったものだと思います。

2/5 田村・石本・小坂・中西・田野島 各会員

世界各地で展示会やイベントが中止になり、莫大な損
失になっているようで、日本でも札幌雪まつり等、70 万

４．会 食

人の観光客が減ったそうです。
今年は東京オリンピックも開催されます。中国は世界

５．会長の時間
今、毎日のように報道されております新型コロナウイ

経済の中心の一つでもあります。今、アメリカ等ではアジ

ルス感染拡大は、人口 1100 万人（因みにこれは東京とほ

起こっているようです。

ア系の人々がウィルスを持ち込むという人種差別的な事も

ぼ同じです）中国中部の大都市、武漢で最初に報告されま

神経質になるのも問題だと思いますが、無視する事も

した。市内の華南海産物市場の野生動物が感染源の可能性

出来ない。専門家もいろいろと話されていますが、皆バラ

があると見られております。

バラで、どのような毒性があるのかわからない。人は何か

コロナとは、ギリシャ語で王冠という意味だそうで

起こると慌てる傾向があります。

す。そもそもコロナウイルスは 50 種類以上あるとされて

このような時こそ、冷静な心構えや自己防衛が大切だ

いますが、その中で人に感染するのは、6 種類程だそうで

と思いますので、普段以上に積極的な手洗い、うがいをし

す。以前にも 2002 年 SARS、2012 年には MERS が見つかり

て、自分自身の健康管理を心がけて下さい。

ました。SARS はコウモリから人に感染し、MERS はヒトコ

ＲＯＴＡＲＹ ＣＯＮＮＥＣＴＳ ＴＨＥ
国際ロータリー会長

ＷＯＲＬＤ

ﾏｰｸ・ﾀﾞﾆ ｴﾙ・ﾏﾛｰﾆｰ

一日も早い、感染の終息を願いたいものです。

「 つながりは挨拶から
会 長

森 本 吉 昭

」

６．入会式

９.各委員会報告
・国際奉仕委員会(小畑副委員長)
ソウル創立４０周年記念例会への回覧を先週まわし
ましたが、コロナウイルスの影響により訪問につい
て再度検討をお願いします。
・職業奉仕委員会(藤井秀樹会員)
次週、出張職場訪問として外部よりスピーカーに㈱
栄水化学 代表取締役社長 松本久晃氏を招きま
す。
お楽しみに

囲碁同好会
・例会終了後に開催いたします。
大谷勘介 会員 (所属委員会 クラブ管理運営委員)

野球同好会
・尼崎南ＲＣとの練習試合を行います。

７．米山表彰

３月１８日(月)ベイコム野球場 18:00～
交流懇親会あり 出欠 回覧 いたします。

10．ＳＡＡ報告
↠↠↞↠↠↞↞↞↠↞↠↠↞↞↠↠↠ ニコニコＢＯＸ ↞↞↞↞↞↞↞↞↞↞↞↞↞↞↞↞
＊本日入会させていただきました。
よろしくお願い致します。
············································ 大谷
＊杉田さん田中さんスピーチ楽しみにしています。
············································ 安藤
＊杉田さん田中さんスピーチ楽しみにしています。
米山功労者第 1 回

礒田雅司会員

············································ 渡部
＊お釈迦さまの遺跡(ゆいせき)を二週間かけて巡礼してき

８．幹事報告
1）地区大会について
2 月 22 日・23 日の開催について、コロナウイルス対
策としてマスク着用、受付でのアルコール消毒など
感染対策に努めるようお願いします。
＊今後の状況により開会変更等がある場合は地区ホ
ームページにてお知らせしますので確認お願いし
ます。
2）伊丹ＲＣ勉強会第 17 回『ロータリーの集い』の案内
日時：3 月 28 日(土)14:00 より 伊丹シティホテル

ました。インドではマスクをしている人は日本人以外
見かけませんでした。
·········································· 田野島
＊的場さん本日スピーチ聞けずにすみません。
············································ 小畑
＊すみません、私用で早退いたします。
············································ 高山
＊大谷さん入会おめでとうございます。
楽しいロータリーライフを楽しみましょう。
··············

安藤・藤井(秀)・藤井(輝)・平野・勇・

テーマ：
【日本ロータリーの誇り・職業奉仕～日本ロ

石本・礒田・川口・木村・喜多・小坂・

ータリー100 周年】

久保・森・松本・松岡・森本・中井・

講演者：安平パストガバナー・中村パストガバナー

中田・西村(太)・小畑・太田・三田・

参加費：講演会 ￥2,000- 懇親会 ￥7,000

杉浦・武部・滝口・田中・辻井・安田・

当日現地にて 支払

大海・野村

出欠は回覧にて

＊的場会員ご紹介の関西ペイント販売㈱杉田広訓部長様本
日のスピーチよろしくお願いいたします。
················· 安藤・藤井(輝)・平野・勇・木村・

欠席の場合は あらかじめ事務局へ
ロータリーの 3 大義務

近・小坂・久保・的場・森・森本・
中井・西川・小野・齋藤・三田・
武部・田村・田中・辻井・内堀・
安田・大海

例会の出席
ロータリーは、まず「例会出席から」といわれて います。
標準ロータリークラブ定款第 9 条に、出席に関して書 か
れていますが、その第 1 節には、
「各会員は本クラブの例会

本日の金額
累

計

５９,０００円
１,５７１,７０３円

に 出席するべきものとする」とあります。

例会への出

席は、ロータリークラブの会員の義務の一つになっていま
す。やむを得ない事情により欠席をした場合は、ほかのロ

11．スピーチ

ータリークラブの例会やそのほか ロータリークラブ定款
に定められている、他の会合に出席することで、欠席をメ
ークアップすることができます。前後２週間の限定が、そ
の年度内に変更になっています

年度の半期間において、

メークアップを含むクラブ例会出席率が 50％に達してい
ない場合、所属クラブの例会総数のうち少なくとも 30％
に出席していない場合、クラブ理事会が正当かつ十分な理
由があると認めなければ、会員身分が終結することがあり
ます。
会費の納入
ロータリークラブの会員は、会費を納入する義務があり
ま す。会費の金額は、クラブによって異なります。
「 快適生活提案塗料シリーズのご紹介 」
(関西ペイント販売㈱)

定の期限後 30 日以内に会費を納入しない会員に対しては、
クラブ 幹事が書面で催告をして、その後 10 日以内に会費

大阪販売部建築担当 部長 杉田 広訓 氏
〃

所

田中 達也 氏

が納入されなければ、理事会の裁量で会員身分を終結して
も差し支えないことになっています。
ロータリーの雑誌の購読
国際ロータリー（ＲＩ）の機関誌は、ＲＩ世 界本部で発
行している『THE ROTARIAN』です。このほかに世界各地で、
30 のロータリー地域雑誌が発行されています。これらロー
タリー関係の 雑誌を合わせて「Rotary World Magazine
Press」と呼びます。

ロータリーの雑誌の購読は、例会

出席、会費の納入と合わせて、会員 義務の一つになってい
ます。

日本では、日本語で発行している『ロータリーの

友』
が国際ロータリー から指定されているロータリー地域
雑誌です。
『ロータリーの友』は、 1953（昭和 28）年 1 月
に 創刊、1980（昭和 55）年 7 月号から、国際ロータリー
の公式地域雑誌（現ロータ リー地域雑誌）に指定され ま
した。近年では、各地域 雑誌がウェブサイトを開設 して
いますが、『ロータリー の友』でも『Rotary Japan』
www.rotary.or.jp を開設し、 ロータリーの内外に向けて
情報を発信しています。
～ロータリーの基本知識 日本編より～

