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ロータリー財団月間
月間テーマ（11月）

第1267回（本年度 第17回）例会

会長挨拶
会長　木村 眞敏

本日のプログラム

次回 11/14 のお知らせ

■三世代合同例会
　12：30～14：00
　ヒルトンホテル 35階  ウィンドーズ1

本日、つまり、10月24日は、たまたま「世界ポリオデイ」です。そこで、
ロータリーとポリオについてお話したいと思います。

ポリオはウィルス感染によって発症する病気で、予防は可能ですが、治
療法はありません。5歳以下の感染確率が高いので、「小児麻痺」と呼
ばれています。そういや、我々が子供の頃、周りに一人や二人小児麻痺
の子供がいました。フランクリン・ルーズベルトもポリオ感染者でした。

♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　
　杉村 雅之 会員
■第6回12月度理事会　
　13：40～　サファイアルーム



ロータリーは30年以上にわり、ポリオを世界から根
絶する取り組みを行っています。このプログラムは子
供を対象とした大々的な予防接種を通じて、ポリオ
根絶をめざす世界で初めての取り組みでした。

ロータリー会員は、19億米ドル以上の寄付をし、122
か国、25億人以上の子供に予防接種を行うため多大
なボランティア時間を捧げてきました。

2018年に報告された野生型ポリオウイルスによる発
症例は33件であり、1988年の発症件数35万件に
99.9％以上の減少になっています。

その発症国は、アフガニスタンとパキスタンの2か国
のみです。これらの国では、政情不安、地理的要因、
手配上の困難といった課題に直面しています。

ロータリーはポリオ根絶を実現するために、毎年
5,000万ドルの拠出することを目標としています。ビ
ル・メンダ・ゲイツ財団は、ロータリーからの上記寄付
の2番額を上乗せすることを約束しました。

100万人以上のロータリー会員が、ボランティアや募
金を通じてポリオ根絶活動を支援しているほか、ポリ
オ感染リスクの高い国に多くの会員が赴き、予防接
種活動に参加しています。又、国連児童基金などの団
体に協力し、情報資料を作成・配布しています。

■本日は創立27周年記念例会です。
　台北福齢RCからジョンソン会長始め7名の方に出
席頂いております。

　尚、既に皆さんお聞き及びと存じますが明日は梅
田の「芝苑」にて食事会を予定しておりますので、
是非ご参加ください。

■次週の例会は休会になっておりますので、これもお
間違いの無いようにお願い致します。

2019-20年度第1266回（第16回例会）
幹事報告 (10/24)

幹事  安達 昌弘

Congratulations!

早瀬会員が米山奨学委員会より「第34回米山功労者
メジャードナー」の表彰を受けました。

■次に11月の予定です。

　2日～4日は秋のライラが開催されます。
　開講式には木村会長が出席されます。

■11月最初の例会は、ヒルトンホテルにおいて三世
代合同例会を開催致します。
　昼の12時30分開会で例会時間は90分間の予定
です。

■11月14日（木）はロータリー財団担当の卓話を予
定しています。
　栗山委員長が頑張ってくださいます。

■11月21日の例会は杉村会員の卓話、28日の例会
には高島会員の卓話と続きますので担当の方々に
はよろしくお願い致します。　

■地区大会の出欠表を回させて頂いております。
　・12月13日（金）の分科会 ・その日の晩餐会 ・14
日（土）の本会議と公開シンポジウムの3項目に分
けての出欠を〇×でご記入ください。

■社会青少年奉仕委員会担当の「成美学寮 餅つき
支援」が12月7日（土）に予定されております。
　出欠表を回しておりますが特にこの活動には是非
参加して欲しいです。



大阪中之島ロータリークラブ 創立27周年挨拶
会長　木村 眞敏

本日は、大阪中之島ロータリークラブの27周年記念
の夜例会であります。本日の記念例会には、姉妹クラ
ブである台北福齢RCからジョンソン会長をはじめと
する7名の方が、遠路はるばるお祝いに駆けつけて
きてくれております。本当に有難うございます。

なお、ジョンソン会長には後ほど挨拶していただきま
す。よろしく、お願いします。

ところで、当クラブは1992年10月29日に創立されま
した。当初の会員数は47名でしたが、その後激減し、

ここ数年は20名台で推移してまいりましたが、前年度
いきなり6名の純増を得、今年度も既に1名の新入会
員が加入し、現在の会員数は36名となっております。

この上昇気流に乗って40名、更に創立当初の47名
を超える50名の会員数増加を達成したいものと思っ
ておりますので、皆様方には、ご協力よろしくお願い
します。

最後に、大阪中之島RCがますます発展し、今後30周
年、40周年を無事迎えることができるよう祈念し、27
周年の挨拶とさせていただきます。

創立27周年記念例会





米山奨学生
皆様、こんばんは。

創立27周年、心よりお祝い申し上げます。

大阪中之島ロータリークラブに所属してはじめて、皆
様が社会奉仕に情熱を注いでいらっしゃることを実
感いたしました。

長年にわたる社会奉仕活動に労を惜しまずご尽力な
さっている姿勢には敬服いたします。

今日はこの場をお借りして、皆様に敬意を表させてい
ただくとともに、大阪中之島ロータリークラブのます
ますのご発展を心よりお祈り申し上げます。

ご清聴ありがとうございました。

米山奨学生  劉 文婷（リュウ ウェンティン）



お食事会 with 台北福齢ロータリアン
大阪中之島ロータリークラブ27周年例会の翌日、10月25日（金）に姉妹クラブ台北福齢RCのロータリアンの皆
様をお招きして、料亭 芝苑にて食事会を開催いたしました。

2019-20年度米山奨学生レクリエーション
10月27日（日）米山奨学生レクリエーションと言う事
で宝塚大劇場に米山奨学生のティンちゃんと私と家
内の3人で行ってきました。

ティンちゃんは初宝塚と言う事で前から楽しみにして
いて、見終わると大変良かったと喜んでおりました。

西田 末彦

そのあとは簡 仁一ガバナーエレクトを交えての懇親
会があり、ティンちゃんは壇上で堂々と日本語でス
ピーチをしてました。

ティンちゃんは今日一日楽しかったと喜んでおり、良
い一日だったと思います。



大阪中之島ロータリークラブ野球同好会は、本年度
の2660地区ガバナー杯野球大会におきまして、創部
以来初めての完全優勝を成し遂げました。

僕も監督24年目にして初めて胴上げされ、念願だった
優勝のビールかけというものを経験させて頂きました。

まず、11月2日（土）のゾーン決勝戦で心斎橋RCを撃
破、そして別のゾーンの優勝チームのうつぼRCとの
総合優勝をかけた4日（祝）のガバナー杯決勝戦では、
現在2連覇中のうつぼRCに完勝して完全優勝を遂げ
ました。

この2試合には部員も14名集まり、奥様方の応援も

初めての完全優勝
相手チームを完全に圧倒するものでした。

僕も第一に全員が出場出来て勝てるということを覚
えたし、ガバナー杯では今後の中之島野球部の黄金
時代に突入の予感さえ感じます。

今回は野球部のメンバーのみなさん、おめでとう！

そして素晴らしい野球をありがとう！

最後に毎試合いつも応援に来てくださった女性群に
は感謝の気持ちしかありません。

ありがとうございました。

とにかく優勝出来てサイコーです。

野球同好会 監督  安達 昌弘

11月2日（土）　対心斎橋RC

11月4日（月・祝）　対うつぼRC
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●出席報告
会員数 36名 国内ビジター 0名
名誉会員数 5名 外国ビジター 7名
免除会員 1名 国内ゲスト 1名
出席者 27名 外国ゲスト 1名
欠席者 9名

出席率 75.00 %
10月3日の修正出席率 94.28 %

●メイクアップ
上瀬 　匠 10月17日 フレッシュ

ロータリアン委員会
北口 竜輔 10月12日 ガバナー杯野球大会
岡本 啓吾 10月12日 ガバナー杯野球大会
小林 俊統 10月  5 日 ガバナー杯野球大会
村橋 義晃 10月10日 地区財団委員会

木村：27周年を祝して

金森：27周年おめでとうございます。

辻（一）：秋風邪に注意しましょう。高齢者の皆様！

辻（義）：ニコニコ

下岡：台北福齢の皆様、ようこそお越しくださいました。

早瀬：創立27周年記念例会を祝して。台北福齢ロータ
リークラブの皆様、ようこそお越しくださいました。

高島：台北福齢ロータリークラブの皆様、ようこそお
越しくださいました。

嶽下：台北福齢ロータリークラブの皆様、ようこそお
越しくださいました。

前田：先日、自衛艦「いづも」を見学してきました。

村上：台北福齢ロータリークラブの皆様、ようこそお
越しくださいました。

上山：台北福齢ロータリークラブの皆様、ようこそお
越しくださいました。

村橋：創立27周年記念例会に、台北福齢RCの皆様を
お迎えして。

西田：台北福齢ロータリークラブの皆様、ようこそお
越しくださいました。ニコニコ

戸田：よく降りますね。

梅原：創立27周年、台北福齢ロータリークラブの皆様、
ようこそお越しくださいました。

本日合計 : ￥104,000
累　計 : ￥574,500

●本日のビジター
台北福齢RC　会長 JOHNSON 様
台北福齢RC　ガバナー補佐 P. P. JOHN 様
台北福齢RC　会長エレクト BALANCE 様
台北福齢RC　副会長 LUCIEN 様
台北福齢RC C. P. HENRY 様
台北福齢RC KEVIN 様
台北福齢RC MONICA 様

●本日のゲスト
名誉会員 伏見 　隆 様
米山奨学生 劉　 文婷 様


