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本日の例会

次回８月２５日の予告

RC ソング「我等の生業」

８月４日の記録

出席報告

　全会員数　２９名　　　　  本日の出席者　２５名

　出席免除者３名( 出席 3 名) 　本日の欠席者　　４名

　出席率 86. 21％　　　7 月 11 日の修正出席率 96.5 5％

2015-2016 年度　国際ロータリーのテーマ

          ＲＩ会長　　Ｋ．Ｒ．ラビンドラン

世界へのプレゼントになろう
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　　　 E-ﾒｰﾙ s.eastrc@peach.ocn.ne.jp

 　　　http://s-erc.com/

2 0 1 5 ～ 1 6 年度　会長　吉澤　逸人

副会長　藤田　隆生

幹事　三重野正之

記録会報委員長　上松瀬　洋

「 四つのテスト」　
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

堺東ロータリークラブ

卓　話【 日本の天然色映画の夜明け 】

江　口　会員

お客様紹介 　本日はいらっしゃいません

　　　　　　　「君が代」「奉仕の理想」ＲＣソング

卓　話【 最近の税事情 】

高　松　会員

会長の時間 吉　澤　会長

●8 月はお盆月です。仏教では、迎え火(8 月 13

日）～送り火(8 月 17 日）にご先祖様をはじめ

諸霊がお帰りになるので準備をされているお家

も多い事と思います。

真宗系の開祖：親鸞聖人は既に仏様になられて

お祝い

吉澤会長から誕生日お祝いを受ける寺山会員(右）
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三重野　幹事幹事報告

委員長報告

特筆する報告はありません。

●次週例会終了後、理事会を開催します。

●会員名簿の校正用紙返却日が本日までとなっ

ています。校正無き方も含め未返却の方は早々

にご返却をお願いします。

いるのでお帰りにはなりませんが、檀家の方々

は同じように（本来は必要ないのですが）諸霊

が帰って来られる準備をされるお家も多いよう

です。

七日盆という言葉をご存知でしょうか。旧暦の

7 月 7 日、七夕(タナバタ)の日から7 日間を七日

盆（ナヌカボン)と言います。昔は、この時期に

お盆を迎えられたようです。

七夕は中国から伝わった星まつりですが、怪我

や災いを祓う行事を行う意味が強いようです。

旧暦の7 月 7 日は、新暦では8 月 20 日になりま

す。新暦の7 月 7 日がお盆とならなかった理由

は、豊作を祈る祭りが7 月の初めから末まであ

り、その後の8 月にお盆を迎え「盆踊り」をさ

れるところが多いのが理由のようで、理に適っ

た形です。長い年月で変わっていったようです。

●暑い日が続きます。最近では37 度を超えた地

域が有りますので、節電も大切ですが命を最優

先に考え、熱中症にならないようお気を付けく

ださい。

●堺フェニックスRC から堺11RC 宛、メールに

て連絡がありましたのでお知らせいたします。

メーキャップされる場合は、間違いの無いよう

ご確認ください。

　国際ロータリーより直接の指導の元、パイ

ロットクラブに選考されました。ご案内文とRI

からの選考文をお送りいたします。

つきましては、2015 － 2016 年度７月より、堺

フェニックスロータリークラブは月１回の例会

とさせて頂きます。

尚、例会は第１木曜日 6 時30 分よりレディデンツ

ヨネダ会議室にて行います。

特に休会はございません。

他の週は、クラブ研修会・クラブ親睦会・青少

年合同奉仕活動・二つのIAC・一つのRAC・米山

記念奨学生と共にクラブ活性化・会員増強に向

け益々会員の皆様と共に精進して参りますので、

今後共、何卒よろしくお願い致します。

 累計　222,000  円

にこにこ箱ＳＡＡ報告

吉澤会長／今野委員長、インフォメーション宜

　　しくお願い致します。

　　暑さ厳しき折、皆様ご自愛ください。

藤田副会長／今野委員長、「会員増強委員会」イ

　　ンフォメーション勉強させてもらいます。

三重野幹事／今野会員、卓話、楽しみです。

江口会員／今野委員長、インフォメーションご

　　苦労様です。

　　城戸会員、先日は有難うございました。

市平会員／今野委員長、インフォメーションお

　　願いします。

上松瀬会員／今野委員長、本日のインフォメー

　　ションご苦労様です。

北野会員／今野委員長、インフォメーションご

　　苦労様です。

小寺会員／会員増強委員会今野委員長、本日の

　　インフォメーションご苦労様です。

　　芝山様、ご指導有難うございました。「まい

　　りました」

宮園会員／今野委員長、インフォメーション宜

　　しくお願い致します。

中村会員／会員増強委員会今野委員長、イン　

　　フォメーションご苦労様です。

中野会員／今野委員長、インフォメーションご

　　苦労様です。何とか１人、入会に導きたい

　　と思っています。

沼田会員／SAA の初めての司会、最後まで頑張

　　りますので宜しくお願いします。

咲山会員／今野会員増強委員長、インフォメー

　　ションご苦労様です。

佐竹会員／今野委員長、インフォメーションご

　　苦労様です。

芝山会員／今野委員長、インフォメーション宜

しくお願いします。

高橋会員／会員増強委員会インフォメーション

　　ご苦労様です。

高松会員／本日のインフォメーションを楽しみ

　　にしています。

寺山会員／会員増強今野委員長、インフォメー

　　ションご苦労さんです。

　　妻の誕生日祝いを頂き感謝。

戸松会員／今野委員長の会員増強のインフォ　

　　メーション、有難うございました。
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インフォメーション

会員増強委員会／今　野　委員長

　さる7 月 11 日サンパレスに於いて、情報委員

会主催の『会員増強』をテーマに大型ＩＭが開

催されました。当日は27 名（欠席者は2 名）が

出席され、毎年ＩＭが開始されますが、これま

での最高の出席率であったと思います。時間も

1 時間と限られ、一会員の発言時間は2 分に限

定されましたが、そのような中で全会員が会員

増強について熱い思いを発表された素晴らしい

ＩＭであったと思います。

　吉澤会長は、就任のあいさつの中で3 名の会

員増強を行いたいと言われ、当委員会としてこ

の目標に向かって活動するに当たり、力強く感

じました。この企画をしていただいた三重野委

員長を始め皆様方のご協力に心から感謝いたし

ます。

　皆様より実際に行われた活動の経験談やこれ

から取り組むべき活動方針等のお話がありまし

た。その中で寺山会員から、「入会の勧誘をしな

くても入会希望者が来られるような素晴らしい

クラブにするべきである」という発言がありま

した。まさに、このことは会員増強の理想であ

ります。しかしながら、理想通りにいかないの

が現実であり、ピーク時には64 名の会員を有し

た我がクラブも、27 名の会員に減少した時期も

ありました。

　最後に、皆様のご意見をお聞きして3 つのこ

とを提案したいと思います。

１. 地域社会の人々にRC を正しく理解し、高く

　評価していただけるよう効果的な奉仕活動を

　行うことにより、ロータリーへの関心が高ま

　り志ある人の入会につながる事も期待される。

２. 推薦する人・される人の人間関係・信頼関

　係が大事である。皆様の良い人間関係や深い

　信頼関係のある方を推薦していただきたい。

３.「ロータリーとは？」と難しい精神的なこ

　とを説明するよりも、具体的な奉仕活動の状

　況を伝え、「あなたも我がクラブに入会し私と

　一緒に奉仕活動をしませんか？」と入会の勧

　誘をするのが、一つの方法である。

いずれにしても新会員を勧誘するには、自分自

身がロータリーの単なるメンバーでなく、立派

なロータリアンになり誇りの持てる素晴らしい

クラブにして、自信をもって勧誘することであ

る。

　ロータリーニュース　（2015 年 7月24 日）

ナイジェリアでの快挙：野生型ポリオの無発生

期間が1 年を経過

　7月24日、野生型ﾎﾟﾘｵｳｲﾙｽが常在するｱﾌﾘｶ唯

一の国ﾅｲｼﾞｪﾘｱで、最近の発症例が報告されてか

ら丸1 年が経過しました。「ﾎﾟﾘｵのないﾅｲｼﾞｪﾘｱ」

に向けた大きな前進です。同国ｶﾉ州で最近の野

生型ﾎﾟﾘｵの発症が報告されたのは昨年7 月24 日

のこと。ここまま数週間、無発生の状態が続け

ば、世界保健機関（WHO）によってﾅｲｼﾞｪﾘｱがﾎﾟﾘ

ｵ常在国（現在はﾅｲｼﾞｪﾘｱ、ﾊﾟｷｽﾀﾝ、ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝの 3

カ国）から除外されることが期待されます。

また、8 月 11 日には、ｱﾌﾘｶ全体で野生型ﾎﾟﾘｵの

無発生期間が1 年を迎え、それからさらに2 年

間の無発生期間が継続されれば、ｱﾌﾘｶ全体での

「ﾎﾟﾘｵﾌﾘｰ」が認定されることになります。

K.R. ﾗﾋﾞﾝﾄﾞﾗﾝ国際ﾛｰﾀﾘｰ会長は、「すべてのﾛｰﾀﾘ

ｱﾝが誇りとすべき歴史的な前進」と今回の快挙

を称えます。「ｱﾌﾘｶで今、ﾎﾟﾘｵﾌﾘｰへの道が開けよ

うとしています。ただし、ﾎﾟﾘｵﾌﾘｰの世界はまだ

実現されていないことを忘れてはなりません」

今回の達成は、ﾅｲｼﾞｪﾘｱ内外からの資金援助と、

何千人もの保健従事者による精力的な活動が実

を結んだものです。また、治安の悪さから、以

前は予防接種活動ができなかった北部地域でも

予防接種を可能にする新しい方策が功を奏しま

した。ﾅｲｼﾞｪﾘｱでのﾎﾟﾘｵ撲滅活動で中心的な役割

を担っているﾄｩﾝｼ ・゙ﾌﾝｼｮさんは、今回の成功に

おける一番の立役者はﾛｰﾀﾘｰだと話します。「ﾛｰﾀ

ﾘｰ会員からの働きかけが政治ﾘｰﾀﾞｰの心を動かし

ました。多くの資金と人材を提供する政府の対
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8 月 11 日(火）堺泉ヶ丘RC【ｻﾝﾊﾟﾚｽ】18:30

8月12日(水)堺おおいずみRC【堺商工会議所3F】12:30

8月12 日(水)堺中RC【ﾀﾞｲﾜﾛｲﾈｯﾄﾎﾃﾙ堺東】18:30

8 月 13 日(木）堺東南RC【ｻﾝﾊﾟﾚｽ】18:30

8月13日(木)堺清陵RC【ﾎﾃﾙ･ｱｺ゙ ﾗーﾘー ｼ゙ ｪﾝｼー 堺25F】18:00

8月14日(金）堺北RC【ﾊﾟﾝﾀﾛﾝ（魚太郎三国ヶ丘）】12:30

近隣クラブ例会変更

8月 15 日(土）堺ﾌﾗﾜｰRC【ｺﾝﾌｫｰﾄﾎﾃﾙ堺】11:00

8月17 日(月)堺南RC【ﾎﾃﾙ･ｱｺ゙ ﾗー ﾘー ｼ゙ ｪﾝｼー 堺4階】12:30

8 月 18 日(火）堺泉ヶ丘RC【ｻﾝﾊﾟﾚｽ】18:30

8 月 27 日(木）堺東南RC【ｻﾝﾊﾟﾚｽ】18:30

当クラブ／8 月 18 日は休会です。

持ち回り理事会議事録

　　　　　　　　　　　平成 27 年 8 月 4 日(火）

協議事項

①事務局夏季休暇の件／8月12日(水）～17日(月）

　会議所事務局休業(設備更新工事の為）による

応は、州ﾚﾍﾞﾙ、地方ﾚﾍﾞﾙにも浸透しています」

事実、ﾅｲｼﾞｪﾘｱ国内から寄せられる撲滅活動への

資金援助は、2012 年から毎年増加しており、今

年だけでも8,000 万ﾄﾞﾙ（約100 億円*）が投じら

れました。 * 円換算は2015年7月のRI為替ﾚｰﾄによる

政府に加え、宗教ﾘｰﾀﾞｰからの後押しもありまし

た。ﾌﾝｼｮさんは、予防接種に理解を示し、地域社

会の家族に協力を呼びかけてくれた宗教ﾘｰﾀﾞｰに

も感謝しています。

さらなる活動の強化を

今回の達成がﾎﾟﾘｵのない世界に向けた大きな節

目である一方、専門家の間では、今後2 年間も

ﾎﾟﾘｵの状況を注視し、再発防止に力を入れてい

く必要があることが指摘されています。ﾌﾝｼｮさん

は、ﾛｰﾀﾘｰを含む世界ﾎﾟﾘｵ撲滅推進活動（GPEI）

の主要ﾊﾟｰﾄﾅｰが協力し、活動が困難な地域での

予防接種とｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ（監視活動）を強化しなけれ

ばならないと話します。「野生型ﾎﾟﾘｵｳｲﾙｽが常在

する地域、特にｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝとﾊﾟｷｽﾀから、長年ﾎﾟﾘｵ

が発症していない地域にｳｲﾙｽが流入する危険が

ある」とﾌﾝｼｮさん。例として、2013 年 12 月、

1999 年を最後に野生型ﾎﾟﾘｵの発症が起きていな

かったｼﾘｱでﾎﾟﾘｵが突発的に流行し、35 件もの

発症が報告されました。「だからこそ、ﾅｲｼﾞｪﾘｱ国

内の予防接種ﾚﾍﾞﾙを最低でも90％に保つことが

重要」だと、ﾌﾝｼｮさんは語気を強めます。

ﾛｰﾀﾘｰは 6月、ﾅｲｼﾞｪﾘｱのための約1,000 万ﾄﾞﾙ（約

12 億円）を含めた1,900 万ﾄﾞﾙ（約24 億円）の補

助金を、ｱﾌﾘｶでのﾎﾟﾘｵ撲滅に投じると発表しまし

た。ﾛｰﾀﾘｰは、1985 年に子どもたちのための世界

初のﾎﾟﾘｵ予防接種ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ」を開始し

て以来、14 億米ﾄﾞﾙ（約1,736 億円）を寄付して

います。「私たちは大きな前進を遂げ、“ﾎﾟﾘｵの

ないﾅｲｼﾞｪﾘｱ”の実現まであと少しのところに

やってきました。しかし、これで良しとしては

なりません」とﾌﾝｼｮさん。「WHO によるﾎﾟﾘｵﾌﾘｰ

の認定を受けるまで、それこそ死にもの狂いで

取り組まなければならないでしょう」

1.新しい会員特典ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「ﾛｰﾀﾘｰ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ ﾘﾌｰ

　ﾄﾞ」について学ぶ。旅行、ﾎﾃﾙ、ﾚﾝﾀｶｰ、ﾚｽﾄﾗﾝ、ｴﾝ

･･････････････････････････････････････････
ロータリーには社会貢献のチャンスがいっぱい

　ﾀｰﾃｲﾒﾝﾄなど、会員だけが利用できるｻｰﾋﾞｽや

　特典があります。詳しくは、My ROTARY の　

　「会員ｺｰﾅｰ」でご覧ください。

2. 地域社会のﾆｰｽﾞを調べてｸﾗﾌﾞ全員で参加型の

　奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを立案、実施する。

3. 奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに活用できる補助金の申請方法

　をｳｪﾌﾞｻｲﾄ（www.rotary.org/ja/grants）で調

　べる。

4.身近にいる青少年や若者に、ｲﾝﾀｰｱｸﾄ、ﾛｰﾀｰｱｸ

　ﾄ、RYLA（ﾛｰﾀﾘｰ青少年指導力養成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ）、　

　青少年交換を紹介する。

5.他ｸﾗﾌﾞの例会でﾒｰｸｱｯﾌﾟする。会員なら、世

　界中どこのｸﾗﾌﾞ例会でも出席が歓迎されます。

　旅行や出張の際は、ﾛｰﾀﾘｰｳｪﾌﾞｻｲﾄ（Rotary.org）

　のｸﾗﾌﾞ検索をご利用ください。ｸﾗﾌﾞ検索の携帯

　ｱﾌﾟﾘもﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞできます。

6.新しい役割に挑戦する。ｸﾗﾌﾞでﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟを発

　揮するために、自分に何ができるかを調べて

　みましょう。

7.韓国ｿｳﾙで開かれる2016 年ﾛｰﾀﾘｰ国際大会に

　出席する。世界で活躍するﾘｰﾀﾞｰや著名人によ

　るｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝあふれる講演、さまざまな活動

　に参加する機会、世界中の会員との交流が楽

　しめます。ﾛｰﾀﾘｰの本質に触れる究極的な機会、

　それが国際大会です。

8.ﾎﾟﾘｵ撲滅の歴史の一端を担う。ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽの支援

　方法は、 www.endpolio.org をご覧ください。

9.ﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾘｿｰｽｾﾝﾀ（ー www.rotary.org/ja/　　　

　brandcenter）を活用する。心に訴えるﾃﾞｻﾞｲﾝ

　やﾒｯｾｰｼﾞでｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝし、協力の輪を広げるた

　めのﾘｿｰｽを活用しましょう。

10.ﾛｰﾀﾘｰ親睦活動ｸﾞﾙｰﾌﾟやﾛｰﾀﾘｱﾝ行動ｸﾞﾙｰﾌﾟに

　参加して、同じ関心や情熱を抱く会員のﾈｯﾄﾜｰ

　ｸを広げる。料理愛好家や水・衛生の専門家な

　ど、約70 のｸﾞﾙｰﾌﾟがあります。　（以下省略）


