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先週先週先週先週の例会報告の例会報告の例会報告の例会報告    

先週土曜日開催の IM に出席された会員の皆さ

ん、ご苦労様でした。また、今週水曜日の大輪ゴ

ルフに参加された三木さん、中村さん、河野さん、

大変お疲れ様でした。 

さて、御嶽山の噴火から一か月近く経ちました

が、頂上付近で亡くなった 26 歳の青年が同じく

犠牲になった小学５年生の少女に自分のジャケッ

トを渡していたことが先日報道されていました。

自分自身も大変な状況の中で、青年は｢寒い｣と話

した少女に自分のジャケットを渡し少女の怪我の

手当てもしたそうです。極限状態の中でこのよう

な勇気ある行動をとることができた青年がいたこ

とに感動するとともに、大事なお子さんをなくし

た双方のご両親に哀悼の意を表します。 

そして、昨晩はプロ野球のドラフトの選考の様

子とプロを目指す青年たちの様子がテレビに映し

出されていました。苦労して息子を育ててきた母

親に対する感謝の気持ちを素直に表す青年たちの

姿に清々しさを覚えるとともに、青年たちが親の

1 配布物 

①11 月 18 日開催の第 2回若手ロータリアン研修

セミナー・懇親会案内。会場ヴィアーレ大阪で

す。 

背中や周りの大人の行動をきちんと見て育ってい

ることを確信しました。 

これに対し、今週は大変不愉快な報道にも接し

ました。どことは申しませんがある自治体の長が

ヘイトスピーチを繰り広げる団体の代表と｢あん

た｣｢お前｣の応酬をし、掴み掛らんばかりの行動を

とった映像が映し出されていましたが、これはと

ても子供達に見せられるものではありませんでし

た。中教審が｢道徳｣を正式教科へ格上げすること

を答申したそうですが、道徳や品位に欠ける行動

をする大人こそ｢道徳｣の勉強をすべきではないか

と強く感じました。 
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2014 年 10 月 31 日 第 1517 回例会 
職業奉仕月間・米山月間 

◎本日のプログラム◎本日のプログラム◎本日のプログラム◎本日のプログラム    ◎次週◎次週◎次週◎次週((((11111111 月月月月 7777 日日日日))))のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    

11111111 月月月月 7777 日の例会場日の例会場日の例会場日の例会場    

帝国ホテル大阪帝国ホテル大阪帝国ホテル大阪帝国ホテル大阪 4444 階｢階｢階｢階｢牡丹牡丹牡丹牡丹の間｣の間｣の間｣の間｣    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢君が代君が代君が代君が代｣｣｣｣｢奉仕の理想｣｢奉仕の理想｣｢奉仕の理想｣｢奉仕の理想｣♪♪♪♪    

･お祝いと表彰･お祝いと表彰･お祝いと表彰･お祝いと表彰    

････ロータリー財団委員会担当ロータリー財団委員会担当ロータリー財団委員会担当ロータリー財団委員会担当卓話卓話卓話卓話    

｢｢｢｢ロータリー財団についてロータリー財団についてロータリー財団についてロータリー財団について｣｣｣｣    

佐々木佐々木佐々木佐々木    宏委員長宏委員長宏委員長宏委員長    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ランゲランゲランゲランゲ「「「「のばらのばらのばらのばら」」」」    

――――    会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶    ――――    

    LIGHTLIGHTLIGHTLIGHT    UPUPUPUP    ROTARYROTARYROTARYROTARY    

ロータリーに輝きをロータリーに輝きをロータリーに輝きをロータリーに輝きを    

2222010101014444－－－－2012012012015555 年度年度年度年度        

国際ロータリー会長国際ロータリー会長国際ロータリー会長国際ロータリー会長    ゲイリーＣゲイリーＣゲイリーＣゲイリーＣ....ＫＫＫＫ....ホァンホァンホァンホァン    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢四つのテスト四つのテスト四つのテスト四つのテスト｣｣｣｣♪♪♪♪    
･卓話･卓話･卓話･卓話    
｢｢｢｢雷・雷対策について雷・雷対策について雷・雷対策について雷・雷対策について    ｣｣｣｣    

音羽電機工業㈱音羽電機工業㈱音羽電機工業㈱音羽電機工業㈱    第二営業部第二営業部第二営業部第二営業部    
部長部長部長部長    広瀬広瀬広瀬広瀬    剛志剛志剛志剛志氏氏氏氏    

((((辻村辻村辻村辻村    和弘会員紹介和弘会員紹介和弘会員紹介和弘会員紹介))))    
････指名委員指名委員指名委員指名委員会（会（会（会（11111111：：：：33330000～～～～    ））））    
･臨時理事会（･臨時理事会（･臨時理事会（･臨時理事会（12121212：：：：00000000～～～～    ））））    
･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    マリィマリィマリィマリィ「「「「金婚式金婚式金婚式金婚式」」」」    



福井・・・景気が良いのやら悪いのやら！ 

金髙・・・先週 IM出席ご苦労様でした。 

木村・・・何もありませんが！ 

河野・・・勝ちました！！楽しいゴルフでした。 

久保・・・時間どおり(祝) 

三木・・・勝ちました！！楽しいゴルフになりま

した。 

中林・・・非常に良い事がありました！ 

中村(不)・三木さん、河野さん、大輪ゴルフお疲

れ様でした。楽しいゴルフ有難うござ

いました。竹森さん、卓話楽しみです。 

中村(匡)・昨日、麻雀で勝ちました。 

岡田・・・本日含め連続欠席のお詫び。 

大蔭・・・ゴルフシーズンですネ！11月はゴルフ

で 2回休みます。 

大本・・・IM ご出席の皆様ありがとうございまし

た。竹森さん、卓話楽しみです。大輪ゴ

ルフ、三木さん、不二さん、河野さん、

御苦労様でした。 

瀬尾・・・連続欠席おわび。 

竹森・・・本日、卓話よろしくお願い致します。 

山本(依)・竹森さん、釣りのお話、楽しみです。 

 国内ビジター 0名   会 員 数  36名  

 外国ビジター 0名   出席規定適用免除   6名  

 国内ゲスト  0名   会 員 出 席  23名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  7名 

<10 月 24 日の出席率 78.79％>  

Make up を含む 10/3 の出席率 93.33％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

・広報委員会・広報委員会・広報委員会・広報委員会    

委員長委員長委員長委員長    多田多田多田多田    秀觀秀觀秀觀秀觀    

先月｢広報委員会卓話｣での誤りを訂正しお詫び

します。地域医療機能推進機構(JCHO)理事長 尾

身 茂 博士の記事紹介で、｢ポリオ根絶とトイレ

ブレイク｣中の一部に、1992 年の北京での WHO

会議前日にビルゲイツ財団より｢ドクター尾身、Ｗ

ＨＯが中国でのワクチン接種を 4 歳以下に引き下

げれば、1億円を提供しよう｣とあったと、うろ覚

えで紹介しました。しかしこれは RI のアメリカ

人の間違いでした。われらの仲間ロータリアンを

他のものと取り違えるなど、年とはいえ情けなく

申し訳ありませんでした。 

今週の話題は、先日来の｢エボラ出血熱｣につい

てですが、≪これは空気感染はありません。感染

者の唾液、汗、血液、排せつ物等に直接触れない

限り感染しない≫エボラは医療制度はもとより水

道など社会的インフラが極めて脆弱なアフリカの

一部地域で発生しています。時には野生動物をそ

のまま食し、死者をハグして弔う習慣も感染拡大

の一因と記事は述べています。感染しても潜伏期

間中(最大 3 週間)の場合は入国審査をすり抜ける

ので、疑わしい症状が出たならば速やかに保健所

に連絡して指示を仰ぐことが肝要です。自身で医

療機関に出向けば、二次感染の危険性が増す。 

上記の記事は、2014年 10月 23日｢日経新聞夕刊｣

≪明日への話題≫｢エボラ上陸への備え｣執筆者は

同じ 尾身 茂 JCHO理事長でした。 

・・・・国際奉仕委員会国際奉仕委員会国際奉仕委員会国際奉仕委員会    

委員長委員長委員長委員長    三木三木三木三木    元昭元昭元昭元昭    

先週の理事会提案議題“姉妹クラブのカハラサ

ンライズ RC への友好交流の為の訪問”が承認さ

れました。相手 RC からの招待が無いので、こち

らから参加会員を募って訪問することになります

ので参加意思のある方は、都合が良い日程を私に

お知らせ下さい。すべての会員にお知らせして多

数の参加者を募りたく思っています。 

・・・・青少年奉仕委員会青少年奉仕委員会青少年奉仕委員会青少年奉仕委員会    

委員長委員長委員長委員長    竹森竹森竹森竹森    敏麿敏麿敏麿敏麿    

次週、10月 29日 18時 30分より天満橋にござ

います、｢ぼん繁(お好み焼き屋)｣さんで交換留学

生マルユッカさんの歓迎会を開催致します。昨日

までの期限で、会員 17 名・会員家族 5 名・マル

ユッカさんの合計 23 名の方々に参加いただける

ことになりました。ありがとうございます。 

 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥44449999,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥888862626262,000,000,000,000    ----＞＞＞＞    

――――    ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告    ――――    

10101010 月月月月 31313131 日のメニュー日のメニュー日のメニュー日のメニュー    
カレー風味のチキンクリームスープカレー風味のチキンクリームスープカレー風味のチキンクリームスープカレー風味のチキンクリームスープ    

マルガトゥーニマルガトゥーニマルガトゥーニマルガトゥーニ    

チーズを包み込んだ国産牛のメンチカツチーズを包み込んだ国産牛のメンチカツチーズを包み込んだ国産牛のメンチカツチーズを包み込んだ国産牛のメンチカツ    

焦がしバターの香るフォンドヴォーのソースで焦がしバターの香るフォンドヴォーのソースで焦がしバターの香るフォンドヴォーのソースで焦がしバターの香るフォンドヴォーのソースで    

サラダサラダサラダサラダ    

抹茶のモンブラン抹茶のモンブラン抹茶のモンブラン抹茶のモンブラン    

オレンジ風味のアングレーズソースを添えてオレンジ風味のアングレーズソースを添えてオレンジ風味のアングレーズソースを添えてオレンジ風味のアングレーズソースを添えて    

コーヒーコーヒーコーヒーコーヒー    

――――    委員会委員会委員会委員会報告報告報告報告    ――――    



｢｢｢｢またまた、釣りのお話。第またまた、釣りのお話。第またまた、釣りのお話。第またまた、釣りのお話。第 3333 弾弾弾弾｣｣｣｣    

竹森竹森竹森竹森    敏麿敏麿敏麿敏麿    

釣りの話をする前に、先日 IM に参加した際、

竹田恒泰さんの講話がありました。そこで気にな

った事がありましたのでお伝えいたします。 

参加された方は、すでにご存じと思いますが｢日

本の建国｣はいつか？という事ですが、殆どの方

は、知らないそうです。建国は神武天皇の橿原宮

での即位された時が建国とされ紀元前 660年で約

2700年前になります。天皇家が一度も変わること

なく長きに渡り現在まで続いている国は、日本し

かないという事です。ちなみに 2 番がデンマーク

千数十年前・3 番がイギリスで九百数十年前だそ

うです。 

日本の歴史教科書に最初に登場する天皇が推古

天皇という事で、この時を建国と勘違いされる方も

多いとか･･･実際は第 33代目の天皇になります。 

では、釣りの歴史ですが、縄文時代には鹿の角

を利用して釣り針を作り、弥生時代には鉄製の釣

り針や錘が作られ、奈良時代に入ると現代でいう

リール(糸を巻き取る道具)が考案され実用されて

いたそうです。江戸時代には現在でも伝統を受け

継いでいる江戸竿が趣向品として愛用されていま

す。現在では、世界人口 70 億人の内、釣りを楽

しんでいる愛好者は世界で 5 億人以上と言われて

います。 

例えば、ヨーロッパの国々でも事情が違い、ド

イツでは釣りをする方は少なく理由としては国家

資格が必要で 60 時間の講習を受けなければなら

ないため不人気だそうです。一方オーストリア・

ノルウェー・オランダではマスやサケ釣りが盛ん

ですし、淡水域では鯉釣りがとてもポピュラーで

野営しながら迷彩服を着て楽しんでいます。 

釣りには、魚を取って生業とする事とすなわち

漁業と一般人によって娯楽や趣味あるいはスポー

ツとして理解されている遊漁とに分かれます。 

遊漁の対象魚としましては、殆どが対象魚にな

ります。食用となる魚の場合とキャッチ＆リリー

ス(再放流)する魚種があります。 

それは、ブラックバスやニジマス・ヘラブナが

挙げられます。ブラックバスやブルーギルは、近

年害魚として取り上げられ琵琶湖では条例で再放

流を禁止しております。しかし、観光産業・レジ

ャー産業として確立されているため罰則までは設

けることが出来ないそうです。 

次にニジマス(レインボートラウト)やヘラブナ

については、管理釣り場(エリアフィッシング)で

の釣りが盛んで、ニジマスの管理釣り場は全国で

138 カ所(東北 11・関東 68・東海 34・関西 21)、

ヘラブナは全国で 275 カ所(関東 229・東海 28・

関西 17)と断トツで関東、特に埼玉県は 93カ所と

人気を博しております。 

管理釣り場はカジュアルな釣りで女性や家族連

れでも手軽に出来るエリアフィッシング＝マス釣

りが特に関東で人気があります。 

マスの仲間には、ブラウントラウト・イワナ・

ヤマメ・イトウ・ブルック・ジャガートラウトな

ど、自然界でもめったに出会えない珍しい魚も釣

ることが出来るフィールドもあります。 

釣り方として｢マス｣は、イクラやブドウ虫を餌

として釣るエサ釣りとルアーやフライという疑似

餌で釣るゲーム性・スポーツ性の高い釣り方があ

ります。 

スプーンやフライは画像を参考にしてもらいま

した。そして、初心者向けのエリアフィッシング

動画を約 10分視聴して頂きました。 

ご清聴ありがとうございました。 

青少年交換青少年交換青少年交換青少年交換副副副副委員委員委員委員長長長長    辻村辻村辻村辻村    和弘和弘和弘和弘    

日時：2014年 10月 26日(日)11：00~ 

場所：南楽園(堺市) 

 毎年恒例のローテックス主催、秋のお出かけに

来日学生 7 名ローテックス 10 名ロータリアン 2

名で行って来ました。ここ数年は京都や奈良の観

光が多かったのですが、今年は BBQ とミカン狩

りをしました。当クラブの来日学生マルユッカも

元気に参加しており 2 人で栗拾いもして楽しい一

日でした。 

――――    地区青少年交換委員会報告地区青少年交換委員会報告地区青少年交換委員会報告地区青少年交換委員会報告    ――――    

 ――――    先週の卓話先週の卓話先週の卓話先週の卓話    ――――    



・・・・11111111 月月月月 11115555 日日日日((((土土土土))))        13131313：：：：30303030～～～～15151515：：：：00000000    

三世代クラブ合同社会奉仕事業 

   (社会福祉法人成美学寮(奈良市柳生)) 

・・・・11111111 月月月月 21212121 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

12月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・11111111 月月月月 27272727 日日日日((((木木木木))))        12121212：：：：30303030～～～～14141414：：：：00000000    

三世代クラブ合同例会 

   (太閤園ガーデンホール) 

・・・・12121212 月月月月 5555 日日日日((((金金金金))))            

年次総会(次年度理事・役員発表) 

   (帝国ホテル｢牡丹の間｣) 

・・・・12121212 月月月月 5555 日日日日((((金金金金))))        14141414：：：：00000000～～～～    

地区大会第 1日目 

   (シェラトン都ホテル大阪) 

・・・・12121212 月月月月 6666 日日日日((((土土土土))))        13131313：：：：20202020～～～～    

地区大会第 2日目 

   (フェスティバルホール) 

・・・・12121212 月月月月 12121212 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

1月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・12121212 月月月月 19191919 日日日日((((金金金金))))        ((((夜例会夜例会夜例会夜例会))))    

クリスマス家族会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

・・・・12121212 月月月月 26262626 日日日日((((金金金金))))            

休会 

広報委員長広報委員長広報委員長広報委員長    多田多田多田多田    秀觀秀觀秀觀秀觀    

ポリオ月間での話題 

日経新聞夕刊にあるコラム『あすへの話題』で『地

域医療機能推進機構（JCHO）』の理事長 尾身 

茂 理事長執筆の記事(平成 26年 9月 25日掲載) 

｢ポリオ根絶と国際政治｣ 

ポリオ根絶に向けた資金調達の続きである。中

国におけるワクチン確保は最重要課題だった。こ

こは日本の政府開発援助(ODA)に期待するしかな

い。ところが当時 ODA の供与は道路、建物、車

両などに限定。ワクチンは消耗品として対象外だ。 

しかし私も諦めるわけにはいかなかった。｢ワク

チンの効果は一生続く永久資産だ｣との私のしつ

こさに外務省も同情してくれたのか、中国への資

金援助が決定された。この ODA と前回書いたロ

ータリークラブの支援により、根絶事業に弾みが

ついたが、本当の闘いはこれからだった。 

フィリピンでは、ミンダナオ島で政府軍と独立

を目指すイスラム教徒との内戦のため、ワクチン

――――    ロータリーの友ロータリーの友ロータリーの友ロータリーの友 10101010 月号月号月号月号よりよりよりより    ――――    

｢第｢第｢第｢第 15151515 回ふれあいボウリング大会｣回ふれあいボウリング大会｣回ふれあいボウリング大会｣回ふれあいボウリング大会｣    

羽衣ロータリークラブ羽衣ロータリークラブ羽衣ロータリークラブ羽衣ロータリークラブ    

((((第第第第 2640264026402640 地区地区地区地区    大阪府大阪府大阪府大阪府))))    

当クラブは 5月 18日、社会奉仕活動として｢第

15回ふれあいボウリング大会｣を開催しました。 

 高石市長や、市在住の障がい者とその家族、先

生、スタッフら総勢 170人を迎え、当地区・高師

浜ロータリークラブ(RC)会員の協力を得て開催。

楽しく、無事に、けがなく終わることができまし

た。各会員には大会を大いに盛り上げていただき

ました。障がい者たちの笑顔、家族、先生、スタ

ッフとの交流や、真剣にプレーする姿を見て、こ

の大会を続けることは、他クラブ会員との親睦に

もなり、素晴らしいと感じました。 

 東日本大震災から 3 年がたちますが、復興が遅

れています。今回も復興支援のため、ボウリング

大会の賞品、参加賞は、岩手県と福島県の特産物

であるおいしい食品を用意させていただき、参加

者から好評でした。各賞に喜んでもらい、うれし

い顔を見せていただきました。大会も無事に終わ

り、協力してくれたボウリング場スタッフ、高師

浜 RC、当クラブ会員に感謝します。 

(岩田博生・記) 

――――    広報委員会より広報委員会より広報委員会より広報委員会より    ――――    

接種ができずにいた。私たちは当時のラモス大統

領に停戦を提案。幸い同意が得られ、｢予防接種停

戦｣が実現した。 

さて中国では第 2子、第 3子以降にポリオ患者が

集中していた。｢一人っ子政策｣で第 1子以外は接種

台帳に登録されない為だ。このことをWHOが問題

視すれば内政干渉にもなりうる。だがすべての子供

にワクチン接種をしなければ根絶はない。 

中国の担当閣僚に直接訴えることにした。｢速や

かに対処してほしい｣。彼は静かに聞いていた。一

週間後、中国政府から｢人民大会堂で全地方政府の

幹部を集めたポリオ会議を開催する。あなたも参

加してくれ｣と連絡してきた。 

熱気に溢れた会場。私のプレゼンテーションの

後、件(くだん)の担当閣僚が登場。｢明日からすべ

ての子供にワクチンを投与せよ｣。“すべて”が何を

意味するか明瞭であった。私はこの時初めて中国で

のポリオ根絶の成功を確信した。(無断転載禁ず) 

 

――――    直近の行事予定直近の行事予定直近の行事予定直近の行事予定    ――――    


