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国際ロータリー会長
シャカール・メータ

会長 河村 幸司

「会員基盤の増強、
楽しい親睦と奉仕
そして教育の支援を」

限りなき道ロータリー

われらがロータリー R-O-T-A-R-Y

日も風も星も それでこそロータリー

奉仕の理想 我らの生業

どこで会っ ても やあと言お うよ

見つけた時にゃ おいと呼ぼ うよ

遠い時には 手を振 り合お うよ

それでこそ ローロー ロータリー

R-O-T-A-R-Y
That spells Rotary;
R-O-T-A-R-Y is known on land and sea;
From North to South,from East to West;
One profits most who serves the best;
R-O-T-A-R-Y
That spells Rotary.

ロータリーソング

奉仕の理想に集いし友よ
御国に捧げん我等の業
望むは世界の久遠の平和
め ぐる歯車いや輝きて
永久に栄えよ
我等のロータリー ロータリー

さわやかな朝だ われらはロータリアン

いつもほほえみ いつも元気で

さあ 出掛けよう

日も風も星も ラララ光るよ

「 聞 こ えるかい 熱い心の高鳴りが 」
夢 を世代に受け継いで

今日も明日もその先も
胸いっぱいに友情深め

肩組んで 謳お う
われらがロータリー

町に灯 （ と も し び ）を

出会いの挨拶してごら ん
並木さら さら葉から葉へ

人にやさしい町の風
ロータリー ロータリー

廻って 守れ 風車になっ て
地球がきれいな息を する

我等の生業 さまざまなれ ど
集いて図る 心は一つ
求む る とこ ろは 平和親睦
力む る とこ ろは 向上奉仕
おゝ ロータリ アン 我等の集い

奉仕の理想 胸に秘め

友情花と咲かせつつ

生きよ う今日も ニ コニ コ と

一筋の道 ロータリー

限りなき道 ロータリー

4つのテスト
第１ 知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること

第２ 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値ある

ものと認識し、社会に奉仕する機会としてロータリアン各自

の職業を高潔なものにすること

第３ ロータリアン一人一人が、個人として、また事業および社会

生活において、日々、奉仕の理念を実践すること；

第４ 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通じ

て、国際理解、親善、平和を推進すること。

ロータリーの目的
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来週の例会

ロータリー財団月間

■ 本日の卓話

「振りむけば」

天野 正亮 君

■ 今日の歌 「街に灯を」

ピアノ 岩島 佳子 先生

■ 例会後 第4回ＩＭＲＤ実行委員会

■ 11月18日（木）

卓話 「世界の薬剤師」

山岡 信也 君

11月に入りだんだんと話のネタも尽きてきて、なにを書こうかと悩み出しました。本当にロータリーについて

勉強しなければと痛感しています。この日曜日に行われたクライマックスシリーズで親愛なる阪神タイガース

が巨人に負けてしまい、今シーズンの楽しみが1つ無くなりました。また来年3月迄の楽しみに取って置きたい

と思います。先週もお話致しましたが11月は『ロータリー財団月間』です。ロータリー財団の使命は「ロータリ

アンが健康状態を改善し、教育への支援を高め貧困を救済する事を通じて世界理解・親善・平和を達成出来

るようにする事」です。財団はこの使命に基づいて、クラブと地区に補助金を提供しポリオ撲滅や平和の推進

といったグローバルな取り組みを展開しています。ただしクラブ・会員・寄付者の方々からの支援なしには補

助金も世界的なキャンペーンも実現出来ません。財団への断続的な支援が重視されるのはこの為です。

財団活動に参加するメリットは、補助金を使って奨学金を提供したり職業研修チームを派遣する事に留まり

ません。財団活動をきっかけにロータリーを知った人が入会する事や、ロータリーが地域社会や世界にもた

らす恩恵を見て心を動かされそれまで以上に積極的に成る会員も少なくありません。このような活動への共

感がさらなる参加や寄付につながる可能性が有ります。



井上 家昌

委員会報告

本日のお祝い一 口 情 報

出席報告 11月4日

≪これからの予定≫

【1】 本日例会後、第4回ＩＭＲＤ実行委員会

【2】 11/23（祝・火）衛星クラブ例会 休会

【3】 11/29（月）国際奉仕活動推進のための情報

交換会（滝川国際奉仕委員長出席）

＜連絡事項＞

【1】 本日、例会後、こちらの会場で第4回ＩＭＲＤ

実行委員会を開催いたします。理事の方は

よろしくお願い致します。

【2】 本日会員名簿をお配りしております。遅くなり

申し訳ございません。

幹事就任挨拶
古川幹事幹事報告

先週（11/4）の出席者数：35名（4）

11/4出席率：70.00%

※（ ）内数字は出席免除会員の出席者数
会員：59名（免除13名）

10/14 10/21 10/28

HC出席 休会 36(4)名 29(2)名

MU出席 0(0)名 4(0)名

修正出席率 72.00％ 68.75％

2021年10月 ＥＲ輪の会俳句 自薦句

春正 晩秋や振り向きもせず通過点

靖明 道角に錆びし空き缶秋の雨

安徳 ジャズ流れ二人の夕餉柚絞る

精一 石垣もススキは覆う屋敷跡

正信 病院の庭の千草に癒されし

侑才 テーブルの日溜り揺れる暮れの秋

洋子 たふとしや冬満月にもらひ風呂

とも子 秋の野に浮遊し花や名は宇宙

太 晩秋や空缶残るベンチかな

邦夫 晩秋や古き日記を読み返し

◎ロータリー財団奨学委員会 芳田委員長

この度、山田会員がベネファクターをお引き受け下

さいました。また、石田会員、北川会員、須﨑会員、

吉川会員、河村会員、浅浦会員にご協力いただき

ました。有難うございました。11月のロータリーレー

トは114円です。引き続き皆様のご協力をよろしくお

願い致します。

ノーベル医学生理学賞受賞

京都大学IPS細胞研究所

所長 山中伸弥教授

（枚岡東小学校出身）

「様々な情報の飛び交う中、教授の新型コロナウィ

ルス関連の発信を拾ってみた。真実は「神のみぞ

知る」とし、新型コロナウィルスだけでなく、「科学一

般について真理（真実）に到達することはない」とま

で断じている。

「真理に迫ろうと生涯をかけ努力しているが、いくら

頑張っても近づくことが精一杯。真理と思ったことも、

後に間違いと気づくことの繰り返し」

山中教授のこの言はとても重いものと感じる。

「複数グループや研究者が認め、公表されたものを

最上とし、メディアやSNSなどで大きく報じられても、

検証の十分でないものもあることから、発表内容を

鵜呑みにしてはいけない。出典が不明な情報は玉

石混合と考えるべき」と警鐘を鳴らしている。コロナ

禍 判断を過たないように」

（東大阪市日下リージョンセンターだより「ゆうゆう

第１１８号」より）

～ ロータリー財団月間に因んで ～

ポリオはどんな病気？

病原体は人のみに感染するポリオウイルス。感染

しても発病しないケースも多いが、乳幼児が罹患し

た場合はウイルスが脊髄などに入り込み、主に手

や足に神経まひの症状を起こす。一度まひが起こ

ると根本的な治療法は存在しない。予防策としてワ

クチン接種による免疫の獲得がある。

日本の状況

戦後に届出伝染病に指定され、患者数の記録が開

始された。1960年に北海道を中心に全国的に大流

行し、ソ連から生ワクチンを緊急輸入して感染拡大

を抑え込む。その後ワクチンによる予防接種が定

着し、野生型ポリオウイルスによる患者の発生は

1980年を最後に根絶。

世界の状況

野生型ポリオウイルスの感染が続く常在国はパキ

スタン、アフガニスタンの2か国。インドでは2014年

に根絶を宣言。

ポリオウイルス

腸管内で増殖する小型のウイルスで、感染した人

の排泄物で汚染された水や食べ物を介して人へう

つる。

山田会員 秋の叙勲おめでとうございます。

衛星クラブ 10月26日 例会

10月26日（火）の東大阪東フューチャーロータリー

衛星クラブ例会に、大阪南なみはやロータリー衛星

クラブより加納秀樹議長が来会されました。


