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水と衛生月間
月間テーマ（3月）

第1142回（本年度 第30回）例会

会長挨拶
会長　村橋 義晃

本日のプログラム

次回 3/16 のお知らせ

♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　保険業界の現状と今後について
　井本 万尋 会員
■第2回ノミニー理事会
　11：30～　サファイアルーム
■第10回4月度理事会
　13：40～　サファイアルーム

3月は、水と衛生月間です。日本で生活していと水道の蛇口から出る
水を飲む事が当たり前ですが、日常生活において、深刻な水不足や
不衛生な水を飲まざるを得ない発展途上国が多く存在しています。
この様な環境が幼児の存命率に大きな影響を与えています。

現在、地球上の人口が72億人、その内の約三分の一に当る25億人
が不衛生なトイレや水道設備が整っていない中での生活を余儀なく

♬SONG : 「我等の生業」
●卓話　はじまりの日本文明
　木村 眞敏 会員



2016-17年度第1141回（第29回例会）
幹事報告 (3/2)

幹事  杉村 雅之

ホームクラブ例会プログラムの報告です。

■3月2日（木）
本日は井戸本会員の卓話です。よろしくお願いい
たします。

■3月9日（木）
井本会員の卓話です。ご準備よろしくお願いいたし
ます。

されている事は、ロータリーの友やガバナー月信でも
度々紹介されています。

この様な環境で生活している後進国においては、不
衛生な水に起因する疾病により、毎日1,400人の子
供の命が失われていると言われています。

この様な問題を直接解決する事は困難ですが、ロー
タリー財団の補助金を利用した奉仕プロジェクトを
行う事やロータリー財団に寄付する事によって、直接
的間接的に参加することも可能です。

「水と衛生」は、ロータリーの六重点分野の一つであ
ります、今後の奉仕事業を考える際のご参考にして
頂ければ、幸いです。

例会前11：30より第2回ノミニー理事会を開催致
します。次年度理事・役員の皆様出席のご予定をお
願い致します。

例会終了後、第10回4月度理事会を開催致します。
理事・役員の皆様出席のご予定をお願い致します。

■3月16日（木）
木村眞敏会員の卓話です。ご準備よろしくお願い
いたします。

■3月23日（木）
北村会員の卓話です。（代理卓話として木村眞敏会
員）ご準備よろしくお願いいたします。

■3月30日（木）
木村佳弘会員の卓話です。ご準備よろしくお願い
いたします。

■4月6日（木）
小林会員の卓話です。ご準備よろしくお願いいたし
ます。

地区委員会、その他の報告です。

■大阪天満宮観梅（大阪天満橋ロータリークラブ様
のお世話）
日時：3月2日（木）
　　 16：00より盆梅店見学　17：00より亀の池
会場：大阪天満宮
会費：6,000円

■IM6組ロータリーディ
日時：3月4日（土）　12：30～16：30
会場：ホテルニューオータニ大阪　鳳凰Sの間
ホストクラブ：大阪城東ロータリークラブ

■米山感謝祭
日時：3月4日（土）　18：00～20：30
会場：KKRホテル大阪　14階オリオンの間

■2017-18年度 会長エレクト研修セミナー（PETS）
日時：3月11日（土）　13：00～16：50
会場：大阪国際会議場
出席対象者：会長エレクト

■2017-18年度 地区研修協議会
日時：4月11日（土）　13：00～17：00
会場：大阪国際会議場
出席対象者：次年度会長・幹事・各委員会委員長他



相手の気持ちをひきつけるコミニュケーション術

井戸本 泰次会員、 講師 ： 堀内 裕一朗 様

コミュニケーションで、相手を引きつける為には、3つの
流れがあります。

①ポジティブな言葉を使い、相手を前向きな気持ちにさ
せる

もし、ネガティブな言葉を使った時は、ポジティブな言
葉に変換する。

②ホメルこと

ホメル事が苦手な人が多く、また、ホメられる事にも
慣れていない。そのため、ホメル事により、相手の心
を開かせる事ができるから、相手は、あなたに引きこ
まれる。

③プレゼント

自分の知らないことや、知りたい事などを相手から教
えてもらった時は、ご縁が深まり、相手を引きつける
事ができる。



大阪天満宮観梅
3月2日（木）大阪天満橋ロータリークラブ様のお世話に
よる懇親会に参加させて頂きました。

盆梅店にて美しい梅を鑑賞後、亀の池にて天ぷらやお
でんを御馳走になりました。大阪天満橋ロータリークラ
ブ様ありがとうございました。

幹事  杉村 雅之

▲お誕生日のお祝い：左より藤本 淳司会員・福田 忠博会員・
　吉田 了会員・村橋 義晃会長

▲事業所設立記念のお祝い：左より梅原 一樹会員・早瀬 道圓会員・
　檜皮 悦子会員・村橋 義晃会長

▲結婚記念日のお祝い：左より藤本 淳司会員・村橋 義晃会長・
　永井 俊行会員



ポリオの感染拡大を止めるために日本政府、
3,330万米ドルの緊急支援を決定

ナイジェリアとチャド湖周辺地域の子どもへのポリオ対
策として日本政府は、ナイジェリア、チャド、ニジェール、
カメルーン、中央アフリカ共和国におけるポリオワクチ
ンの購入、戸別訪問によりワクチン接種を行うポリオ
キャンペーンの展開、コミュニティでワクチン接種活動
を促進するための啓発活動を支援するため、補正予算
からの支援の拠出を決定しました。

ナイジェリアでは、ボルノ州での紛争から逃れる人々の
大規模な移動にともない、2016年8月、同国北東部にて
野生型ポリオウイルスの患染者が再発生しました。各国
政府は、世界保健機関（WHO）、ユニセフ、国際ロータ
リー、米国疾病対策センター（CDC）、ビル＆メリンダ・ゲ
イツ財団から成る世界ポリオ根絶推進活動（GPEI）と協
力し、当該地域一帯において、子どものポリオウイルス
への免疫力向上と感染拡大防止に早急に対応するた
め、緊急ワクチン接種キャンペーンを実施しました。

【インドでの全国一斉予防接種活動】

1月に日本から60名以上のロータリアンがインドを訪
れ、全国一斉予防接種の活動に参加しました。ここ数
年インドでポリオ症例は報告されていませんが、隣国
パキスタンからのウイルス流入リスクもあり、世界の
「ポリオフリー」が認定されるまで予防接種活動の手
を緩めるわけにはいきません。

また、この様子はNHKにも取材されました。参加者は
数人ごとのグループに分かれ、用意したおよそ4万人
分のワクチンを持って首都郊外の貧困地域にある寺
院などを回り、集まった子どもたちにワクチン投与を
行いました。

クラブR財団担当　檜皮 悦子

2017年1月1日～2月22日においてナイジェリアで
野生株によるポリオは発症しておりません。
ポリオ撲滅ONE COIN作戦募金にご協力宜しくお
願いいたします！

IM6組 インターシティミーティング
3月4日（土）ホテルニューオータニ鳳凰Sの間にて
2016-2017年度のインターシティミーティングが大阪城
東ロータリークラブがホストクラブとなり開催されました。

元RI会長 田中作次氏による講演と、IM6組の各クラブ
の会員による質疑応答が明るく和やかな雰囲気の中で
行われました。普段なかなか知る事の無いRIでの活動
に関する事や、2016年の規定審議会に関する質問な
ど、ロータリーについて理解を深める事のできる有意義
な内容となりました。参加された皆様お疲れ様でした。



ニコニコBOX

村橋：春の訪れ、新たな季節の始まりです。

井戸本：本日代理卓話、堀内先生におねがいしました。
よろしくお願いします。

杉村：3月4日のロータリーデー、多くの会員のご出席
よろしくお願いします。

満村：暖かくなりましたね。ニコニコ

吉田：ニコニコ

早瀬：月初です。ニコニコ

山本：井戸本さん、代理卓話楽しみです。息子を連れ
てくればよかった。

高島：早いもので3月になりました。早く春が来ますよ
うに。

小林：もうすぐ春ですね。ちょっと明るい気分になりま
すね。

下岡：ニコニコ、次週例会欠席します。

辻（一）：ニコニコ

村上：いよいよ3月、もうすぐ春ですよ。ニコニコ

辻（義）：ニコニコ

檜皮：会員増強タスクチーム委員会、懇親会にご出席
いただき有難うございました。早瀬会員たくさ
んの温かなお気持ちを有難うございました。

木村（眞）：ニコニコ

戸田：井戸本さん、興味ある代理卓話たのしみです。
ニコニコ

坂本：もうすぐ雛祭りですね。ニコニコ

井本：本日結婚記念日、お花届きました。有難うござ
います。

梅原：井戸本さん、卓話楽しみです。

米倉：本日は知人を誘ってきました。芳賀さんです。よ
ろしくお願いします。ニコニコ

本日合計 : ￥36,000
累　計 : ￥1,517,220
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●出席報告
会員数 32名 国内ビジター 1名
名誉会員数 7名 外国ビジター 0名
免除会員 1名 国内ゲスト 2名
出席者 25名 外国ゲスト 0名
欠席者 6名

出席率 80.64 %
2月9日の修正出席率 96.77 %

●メイクアップ
小林 俊明   2 月14日 職業奉仕裁判所見学
木村 佳弘   2 月10日 大阪大手前RC
坂本 　恵   2 月10日 大阪大手前RC
米倉 由美   2 月10日 大阪大手前RC

本日のメニュー

●本日のゲスト
ゲストスピーカー 堀内 裕一朗 様
米倉会員ご紹介 芳賀 　淳 様

●本日のビジター
徳島RC 西野 武明 様

・スモークサーモンのサラダ仕立て
・牛ロース肉のロースト

レフォールと温野菜添え　マデラソース
・菜の花とカリカリベーコンのサラダ、コーヒー、パン


