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＜四つのテスト＞
つのテスト＞１．真実かどうか
真実かどうか ２．みんなに公平
みんなに公平か
公平か ３．好意と
好意と友情を
友情を深めるか
めるか ４．みんなのためになるかどうか
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ロ ー タ リ ー 財 団 月 間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会 （2045回）
２）ソング
ロータリー讃歌
３）卓 話｢ローターアクトクラブについて｣
大阪天満橋ローターアクトクラブ
浅井麻利子 様
則武 直樹 様
染井 聡 様
浅井 顯一会員紹介
４）12
４）12月度定例理事会
月度定例理事会
12
５）ロータリー財団100
５）ロータリー財団100万ドルミール実施
100万ドルミール実施

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆
本日の三世代３クラブ合同の社会奉仕事業な
らびに合同例会にあたり、ホストクラブの大手
前ロータリークラブの関会長・岡本幹事・辻村社
会奉仕委員長はじめ大手前ロータリークラブの
皆様に大変お世話になり、ありがとうございま
した。また、我々３クラブが所属して居ります第
2660地区ＩＭ第６組をご担当頂いて居ります重
里ガバナー補佐にもインフルエンザ対策用マス
クの街頭での一般配布の社会奉仕事業からご参
加頂き、誠にありがとうございました。
今回の合同社会奉仕事業は、一般の方々に
ロータリー活動の一端を知って頂く意味からも
誠に意義のある事業であったと思います。さら
に、３クラブ合わせて75名もの方々が参加され、
合同例会には105名のご出席を頂けたということ
は、2005年5月にスタートした三世代合同事業が
６年間に渡る幾多の事業を通じ、３クラブの
「絆」が、より深く繋がってきていると思いま

次週（１２月３日）のお知らせ
１）例 会 （2046回）
２）国旗およびロータリー旗に礼
３）ソング
君が代・奉仕の理想
４）卓 話｢聖徳太子の虚像と実像｣
みかどわざ

－聖徳太子の「天皇事」とは何か－
堺女子短期大学名誉学長・名誉教授
文学博士 塚口 義信 様
浅川 正英会員紹介
５）年次総会 次年度理事・役員選挙

す。今後共この「絆」を太く長く未来に繋げて行き
ましょう。
12月3日例会終了後の年次総会におきまして
次年度理事・役員選挙を行います。なお本日まで
に立候補者ならびに候補者のご推薦がございま
せんでしたので、先に指名委員会から指名され
ました次々年度会長候補者：二宮秀造会員、次
年度の副会長候補者：山本喬一会員、幹事候補
者：山村朋史会員、会計候補者：谷本圭二会員、
理事候補者：福原哲晃会員・大矢平治会員・岡本
健会員・髙田肇会員・高良尚志会員の選任のご審
議をお願い致します。

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆
①南大江保育所訪問（クリスマス会）のご案内を
関係各位にお配りしております。出欠のご返
事お願い致します。
②「2009－2010年度 地区大会」の出欠のご返事
をお願い致します。
③「クリスマス家族会」のご返事を事務局まで
お願い致します。多数の会員ならびに御家族
のご参加よろしくお願いします。

☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（
国内ビジター
国内ゲスト
外国ビジター
外国ゲスト

４名
１名
０名
０名

会員総数
会員出席
出席規定適用免除
会員欠席

73名
50名(67名)
22名
17名

④次週例会終了後「12月度定例理事会」を開催い
たします。本日ご案内させていただいており
ますので関係各位宜しくお願いします。

☆☆ にこに こ箱 ☆☆

敬称を略す

三世代クラブ合同社会奉仕事業にご参加頂きま
した会員の皆様ご苦労様でした。ご協力有難う
ございました。
郡 悦清
三クラブの共同活動を祝して
重里 國麿
三クラブ共同社会奉仕事業でのマスクの配布、
気持ちのいい時間でした。
鍬田 充生
三クラブ合同例会を祝して
中村 健輔
三クラブ合同例会を祝して
福原 哲晃
三クラブ合同例会を祝して
石田 道夫
結婚記念日自祝。４３年間何とか持ちましたの
で、ゴールまで行くでしょう。
橋本 守之
結婚記念日自祝
和田 守道
郡会長、結婚記念日の美しい花、有難うござい
ます。
木村 忠夫
髙折先生に久し振りにお会いできました。本日
の卓話楽しみにしています。
坂本 一民
先週、中川パスト会長よりご配慮を頂き、誠に
有難うございました。
№１、№２、№４テーブルマスター
平成21
平成21年
11月19日
19日
21年11月

合計金

）内は会員総数を基準とした値

11月19日の出席率
74.63％
４週間前（10月29日）の
メークアップを含む出席率 80.60％
メークアップ実施会員
1名（欠席者14名)
です。これを約４０００個配布しました。
このうち、天神橋筋商店街では、わずか１５分
ぐらいで９６０個のマスクセットをさばくこと
ができました。３クラブの２０名近くの会員（天
満橋ＲＣの会員は６名）がインフルエンザ予防の
マスクの無償配布を呼び掛け、配布しました。商
店街を通る人々も「ありがとう」という感謝のこ
とばを返しながら、受け取ってくれました。
冬本番を前に、インフルエンザにかからないよ
う、私たちも健康に気をつけたいものです。
(松宮清隆社会奉仕副委員長)

京阪電鉄天満橋駅での奉仕活動

60,000円
60,000円

累計金 1,237,250円
1,237,250円

☆☆ 三世代クラブ合同社会奉仕事業 ☆☆
「マスクセットの無償配布」
１１月１９日、新型インフルエンザの予防の
ため、マスクの無償配布を行いました。これは三
世代ロータリークラブの合同社会奉仕事業とし
て行ったものです。現在も新型インフルエンザ
が猛威を振るっており、大変時宜を得た活動で
あると思います。
当日は、京阪電鉄の淀屋橋駅・天満橋駅・京橋
駅と天神橋筋商店街の４箇所で、３クラブの名
前の入った幟を持ち、襷を掛けて、午前１０時４
５分ころから８０名近くのロータリアンがマス
クを配りました。マスクセットは①マスク２枚
②アルコール除菌用コットン２枚③廃棄袋１枚
が３クラブの名前を貼り付けた袋に入ったもの

天神橋筋商店街での奉仕活動

☆☆ 三世代クラブ合同例会 ☆☆
１１月１９日は、午前中の合同社会奉仕事業
に続き、午後からヒルトン大阪ホテル５階桜園
の間で、三世代クラブ合同の例会が開かれまし
た。ホストは大阪大手前ロータリークラブです。
同クラブの関会長、我らが大阪天満橋ロータ
リークラブの郡会長、大阪中之島ロータリーク
ラブの小林会長からそれぞれ挨拶の言葉があっ
た後、重里ガバナー補佐の音頭で乾杯をし、昼食
に入りました。
食事の間、午前の実況映像をスクリーンに映
し出しながら、辻村委員長をはじめとする大手

前ロータリークラブの社会奉仕委員などの方々
から、午前中の奉仕活動についての説明や報告
がありました。当クラブの小寺社会奉仕委員長
と中之島クラブの早瀬社会奉仕委員長からも総
括として、感想が述べられました。
続いて、大手前ロータリークラブの髙折会員
（医療法人理事長）から「新型インフルエンザに
ついて」と題する卓話があり、午後２時に閉会を
迎えましたが、最後は全員が手をつないで輪に
なり、「手に手つないで」を合唱しました。
三世代クラブの「絆」を確かめ合い、また、こ
れを深め合った一日でした。

大阪大手前ＲＣ・関会長の挨拶
大阪天満橋ＲＣ・郡会長の挨拶

大阪中之島ＲＣ・小林会長の挨拶

♪大阪天満
大阪天満橋ローターアクトクラブ ♪
１２月第１例会のお知らせ
日 時：１２月２日（水）19:15～20:45
内 容：「古切手について」（担当：理事会）
場 所： 錦城閣
登録料： RC 3,000円
登録先： 幹事 安原 亜也子
tenmabashi@rid2660rac.org
登録締切：１１月３０日（月）

RI・2660地区・重里ガバナー補佐の御発声で乾杯

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
・ハヤシライス ・ミックスサラダ
・コーヒー

☆☆ 先週（11
先週（11月
11月19日）の卓話
19日）の卓話 ☆☆

ロータリー讃歌

大阪 ＲＣ

作詞 大 林 芳 郎

作曲 津 田宗 三郎
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「新型インフルエンザ」について
大阪大手前ロータリークラブ
髙折 忠太 様
新型インフルエンザ
は、過去数十年間ヒトが
経験したことのない異
なった型のビールスが、
ヒトからヒトに伝播し
て流行した時に呼ばれ
るものである。
例年の季節型インフルエンザは、12月末頃か
ら1～2月にかけて流行するのが常であるが、
今年
わが国では5月のゴールデンウィーク頃から新
型インフルエンザの感染が始まり、今も全国各
地で発生し、厚労省の11月5日の発表では、7月か
らの患者累計は333万人、入院患者5,072人で、そ
の8割以上が未成年者である。学校の休校・学年・
学級閉鎖は1万782校に及ぶ。
今年の新型の症状の特徴
・主に10歳代から20歳代(中高校生)に患者が
多く、高齢者には少ない。
・患者の大部分は軽症で、症状は季節型イン
フルエンザとよく似ている(38℃以上の高
熱、くしゃみ、鼻水、せき、のど痛、筋肉
痛など)。
・健康な青年層でも重症肺炎を起すことがある。
・0歳未満の小児では40℃以上の高熱を出す
と脳症状を発し、死亡した児が全国で6人。
最近の小児科学会の発表では重症の肺炎に
かかっている患児が200人を超えた。
・慢性の基礎疾患(糖尿病、心臓病、呼吸器病、
人工透析、免疫低下状態、肥満)を持った人
や妊婦では重症化する傾向がある。
・普通、発症後5日目には解熱するが、抗イン
フルエンザ薬のタミフルかリレンザを発病後
3日以内から服用すれば体の中のビールス
増殖を阻害するので、早く解熱する。
漢方薬の(27)麻黄湯にはタミフルと同等の発
熱期間短縮効果がある。
解熱後2日間は安静にして7日間休めば出勤や
登校をして良い。
迅速キット
数年前から、医療機関に38℃以上の高熱で来
院された患者さんに、インフルエンザかどうか
を検べるため、簡易検査の｢インフルエンザ・ウ
イルスキット｣が用いられている。
綿棒を鼻の奥かのどの奥に入れて粘液状のも
のを採取し、検査液の中で溶かして、その1滴を
キットに滴下すると、Ａ型・Ｂ型の陽性か陰性か

が判定できる。
ただし発熱して12時間以上は経過
しないと、のどや鼻に充分な量のビールスが増
殖していないので、発熱早期に採取してもビー
ルスを検出できる程、敏感な検査ではない。
発熱後2～3日で感度は75～95％。その検査をし
て陽性に出たら、抗インフルエンザ薬の投与を
はじめている。
新型インフルエンザワクチン
インフルエンザの予防注射によって、血液中
に抗体ができ、感染後のビールスを攻撃する仕
組みになっている。抗体ができるのに2週間位か
かるといわれている。予防注射を受けてもイン
フルエンザの感染自体を防ぐことはできない
が、肺炎や脳炎になるような重症化を防ぐとい
う狙いがある。要は、予防注射を受けておけばか
かっても軽くすむということである。
今年の新型インフルエンザワクチンは、少量
(約1700万人分)しか生産が間に合わなかったの
で、厚労省は今年、予防注射の優先順位を1～9番
まで決め、注射回数も定めた。
1．医療従事者 10月下旬から11月中頃まで
2．妊婦
11月始めから3月まで
3．基礎疾患を有する者
11月始めから1月後半まで
4．1～6才の乳幼児
小学校低学年 1 2月後半から2月前半まで
5. 1才未満の乳幼児の保護者など
1月前半から
6．小学校高学年 1月後半から2月末まで
7．中学生
8．高校生
1月中
9．健康な高齢者(65才以上)
1月後半から3月半ばまで
都道府県、市町村によって接種開始日は異
なっている。

