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2020-21年度 国際ロータリー会長 ホルガ―・クナーク 

国際ロータリー第 2660 地区 2020-21年度ガバナー 簡 仁一  

4つのテスト 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 

◆前回例会◆ 

 2021年 3月 25日（第 2468回例会）  
               
 【出席報告】     
  会員数 27名   出席者 19名 
  出席率 79.1％   

 

◆会長挨拶◆           河野 優作 

 

日ごとに春めいてまいりましたが皆様におかれましては

お変わりなくお過ごしでしょうか？先日、21 日をもちまし

て新型コロナウイルスの緊急事態宣言が全面的に解除と   

なりました。新型コロナの感染拡大に伴い地域の追加、

延長が繰り返され期間も過去最長の２ヶ月半にも及びま

したが、病床使用率が改善されたために全国的に解除と

なりました。 しかし３月に入ると再び増加傾向となり、再

拡大への懸念も強まっております。当クラブにおきまして

も 12 月 10 日の例会を最後に、休会となり納会、新年互

礼会等、多くの活動が中止、開催方法の変更を余儀なく

されました。新型コロナウイルスの世界的な大流行はいつ

終息するのでしょうか? 

これは昨年、世界で新型コロナ感染が拡大して以来、

ほぼ全ての事柄に関わってくる問題です。世界全体で 1

億 1900万回余りのワクチンが接種される中、ブルームバ

ーグは世界で行われている新型コロナワクチン接種の最

大データベースを構築しました。米国立アレルギー感染

研究所のアンソニー.ファウチ所長ら米国の科学当局者

は事態が正常に戻るには、ワクチン接種率が 70~85%に

なる必要があると示唆されています。一人当たりワクチン

2回接種での接種率75%を目標にして、世界の状況を調

べると一部の国が他国よりはるかに急速に前進している

実態が浮かび上がります。世界で最も接種率の高い国は 

 

イスラエルであります。わずか２ヶ月以内に 75%の接種率 

を達成する勢いであり、米国でも 2022 年、年明けにはこ

の水準に到達する見込みであります。裕福な先進諸国で

のワクチン接種が世界の地域よりも急速に進んでいる状

況です。これらの状況、ワクチンの供給量を踏まえると現

在のペースでは世界全体であと、７年程の年月を要する

との見通しであるそうです。 

このように緊急事態宣言が解かれたとはいえ、まだしば

らくは先の見通しづらい時間が続きそうですが正しい対

処法をきちんと理解し、正しく実行していくことで感染の

拡大を防止できることも実証されています。 

難しい状況がまだまだ続くとは思いますが今できること、

今しかできないことも多くあると思います。悲観し過ぎず

一つ一つの課題に精一杯、取り組んでいきたいと思いま

す。例会の運営方法、お食事の提供等々、今年度は会

員の皆様にご無理ばかり申し上げておりますが引き続き

のご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

◆幹事報告◆             前田 建司 

・今後の例会予定 

 ４月 15 日 例会開催（お食事なし） 

5月の例会につきましては、４月理事役員会に  

て審議のうえ決定する 

・3/8（月）５０周年記念モニュメント設置工事完 

了の報告 

・「ロータリー希望の扉」プロジェクトについて 

・「春の RYLA」開催のお知らせ 

・本日例会終了後、臨時理事役員会開催 

 

◆理事役員会報告◆ 

・４月例会開催について→予定通り行う 

次回例会予定 
 

２０２１年４月１５日（木） 第 2470回例会 
 

今週の例会プログラム 
 

２０２１年４月１日（木） 第 2469 会 
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◆ＳＡＡ報告◆            木村 知也 

ニコニコ 

庄司修三郎会員：１７年２月生まれです 

西宮富夫会員：久しぶりの例会です 

芝野弘三郎会員：皆様、お元気ですか 

黄堂泰昌会員：お久し振りです  

前田建司会員：皆様お久しぶりです、桜も満開となりそうです  

人羅一磨様：お久しぶりです 

林たかみ会員、木村知也会員、浦収会員、高橋太朗会員 

庄司修二会員、河野優作会員、西脇悟会員 

米山奨学会 

上島一彦会員：4/15JC の防災パネルディスカッションの PRに 

矢谷さん、高橋さんが来てくれました 

片山秀樹会員：再開を楽しみにしていました 

黄堂泰昌会員、芝野弘三郎会員、木村貞基会員、前田建司会員、

庄司修二会員、西脇悟会員、高橋太朗会員、河野優作会員、    

林たかみ会員、浦収会員 

ロータリー財団 

川端崇且会員：久しぶりです。お元気ですか？ 

庄司修二会員、河野優作会員、黄堂泰昌会員、高橋太朗会員、 

前田建司会員、西脇悟会員、芝野弘三郎会員、浦収会員、 

上島一彦会員、林たかみ会員、木村貞基会員 

 

ポリオ基金 

西脇悟会員、浦収会員、芝野弘三郎会員 

 

 

◆お誕生日お祝い（1 月～3月）◆ 

 

１月 ９日 河野優作会員 

１月１８日 木村知也会員 

２月 １日 林たかみ会員 

２月 ６日 庄司修三郎会員 

３月２４日 西宮富夫会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ☆皆様おめでとうございます☆ 

 

◆各種表彰◆ 

①2019-20年度ロータリー賞 プラチナ 

 

 

 

 

 

②End polio Now ポリオ撲滅活動に少なくとも 1,500 ドル 

寄付したクラブに贈られる感謝状 

 

 

 

 

 

 ③公益財団ロータリー米山記念奨学会より 4千万円達成 

  クラブへの感謝状 

 

 

 

 

 

④米山功労者  

第 10回メジャードナー 岡内重信会員 

    第 7 回マルチプル   芝野弘三郎会員 

   第 4 回マルチプル   黄堂泰昌会員 

 

 

 

 

  

 

⑤国際ロータリー財団  

   Paul Harris Fellow +4  黄堂泰昌会員 

 

⑥委嘱状 

 2021-22年度 ローターアクト委員会 山本貴雄会員 
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◆５０周年記念事業実行委員会より◆   

委員長 黄堂泰昌 

 

５０周年記念モニュメントの設置施工

工事が無事終了いたしました。3/26

付週報におきましてもご紹介させて

いただきましたが、モニュメントは鏡

のようなステンレスの煌びやかなもの

となっており、ひと際目を引くロータリ

ークラブの広報塔になるのではないかと思います。現在は

ブルーシートがかかっており、皆様にご披露は出来ませ

んが、5/1 に箕面船場公園の開所式におきましてモニュメ

ントの除幕式を行う予定になっております。当日もしくはそ

の後にでも素晴らしい記念モニュメントをご覧いただけれ

ばと考えております。モニュメントの設計や施工など、木村

貞基会員には終始お世話になりました。足掛け４年となり

ました５０周年記念事業委員会にようやく終止符をうてる

事に、今はほっとしております。5/1の除幕式を楽しみにし

ております。 

 

◆大阪プロバスクラブの会報について◆ 

          国際奉仕委員長・大阪 PC広報委員長  

西宮富夫  

久しぶりの例会の貴重な時間です

が、私が入っております大阪プロバス

クラブ（PC）の会報について少しお話

させていただきます。 

私と川端会員と元会員の山下さん

が大阪プロバスクラブに入っていることはご存じと思いま

す。高齢者が増えているにも関わらず、高齢者向けの大

阪プロバスクラブについてはあまり知られておりません。ま

た、「大阪プロバスクラブは何をしているんですか」と聞か

れても答えにくい、という会員意見があります。大和川以

北の北大阪には大阪プロバスクラブしかありませんので、

当クラブが情報提供しなければプロバスクラブが何をして

いるかはわかりません。 

私が広報委員長として会報を作っておりますが、会報

は例会の記録なので、会報を見ればこのクラブはこんなこ

とをやっているという事を知ることができます。会員の半分

くらいが現役ロータリアンと元ロータリアンなので、そのつ

ながりを活用して、まずはロータリーの皆さんに会報をお

送りし、大阪プロバスクラブを知ってもらい、会員の皆さん

の周辺におられる高齢の方に「大阪プロバスクラブはこん

なクラブ」という事を伝えてもらいたいと考えております。 

すでに理事会にてロータリークラブに会報受領をお願

いすることが決まっています。お願い文書も出来ておりま

す。しかし、コロナ禍の影響でロータリーの例会開催も不

安定であることを鑑みまして、時期を待っております。お願

いできる時期がきましたら公式に依頼させていただきます

ので、ぜひご協力をお願いしたいと思います。例えば、事

務局に私がつくりました会報をメールにて送信しますので、

それを事務局より会員の皆様に転送していただくような事

を考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ☆青会員のお話もありました☆ 
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◆箕面青年会議所よりご案内◆ 

              箕面青年会議所 矢谷まり  様  

高橋諭吉 様 

 パネルディスカッション 

 箕面青年会議所 2021年度４月定例会 

『災害に強いまちづくりの第一歩 

 ～防災・減災について～』 

  

４月１５日（木）19：00～20：30 受付 18：30～ 

箕面市立メイプルホール 大ホール 

 

【パネラー】箕面市     上島一彦市長 

     社会福祉協議会 石田良美会長 

     日本青年会議所 石田全史直前会頭 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


