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☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会

（2092回）

２）ソング
それでこそロータリー
３）クリスマス家族会

月

間
次週（１２月１６日）のお知らせ

１）例 会
２）ソング

（2093回）
故郷

３）卓 話 「最近の婚礼事情」
西村 功 会員
４）1
４）1月度定例理事会

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

閣で開催されます。多数のロータリアンのご出
席を御願い致します。

昨日より１２月に入りました。今月は本日含
め３回しか例会が御座いません。年末の皆様お
忙しい時期ではありますがお仕事をやり繰りし
て頂き、極力例会にはご出席下さいますよう御
願い申し上げます。特に次週は年末の大きなク
ラブ行事でありますクリスマス家族会が開催さ
れます。本日までの申し込みとなっております。
ふるってご参加御願い致します。奥親睦活動副
委員長はじめ委員の皆様には大変お手数をかけ
ておりますが宜しくお願いいたします。
昨夜はロータアクトクラブの例会が開催され
出席して参りました。
メンバー１２名中９名の出席でしたが、メイ
ンプログラムとして（社）アジア協会アジア友の
会の橋本理事様を講師として、放置自転車の有
効活用事業の勉強会が実施されました。大阪を
中心に日本で放置されている自転車を再生して
アジアの子供達に寄贈する事業が推進されてい
るようですが、それらの国々への輸送費を捻出
する事が大変という事でありました。ロータア
クトクラブとしましても、フリーマーケットを
実施し、その収益を寄付したいとの意思表明も
ありました。
例会には、高良青少年奉仕委員長、荒木ロータ
アクト委員長、山村幹事も出席致しました。
来年、１月１２日（水）には、新年例会が錦城

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆
①本日「2010－2011インターシティ・ミーティン
グ（第６組）」のご案内をさせて頂いておりま
す。多数のご参加をお願い致します。
②南大江保育所訪問（クリスマス会）のご案内を
本日お配りしております。出欠のご返事を事
務局までお願いいたします。
③「第2回クラブ活性化協議会」の出欠のご返事
を事務局までお願いいたします。
④本日例会終了後 第1回被選理事会を10F「京都
の間」にて開催いたします。関係各位宜しくお
願いいたします。
⑤明日12月3日（金）は午後から事務局を閉めさ
せて頂きますので宜しくお願い致します。

☆☆ にこにこ 箱 ☆☆

敬称を略す

来年3月5日のＩＭのﾋﾟｰｱｰﾙに寄せて頂きまし
た。どうぞよろしくお願い申し上げます。
大阪鶴見ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 林 成志様
本日は、御堂筋RCの継続事業である「スギ花粉
を考える」の紹介の機会をいただき有難うござ
います。
大阪御堂筋ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 宮武明彦様
本日の卓話者「宮武明彦先生」をよろしく。
中川 政照
誕生日自祝
石田 道夫
誕生日自祝
中川 政照

☆☆ 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

８名
４名
０名
０名

会員総数
68名
会員出席
53名(62名)
出席規定適用免除 23名
会員欠席
9名

お誕生日自祝
髙松 貞彦
誕生日自祝
西浦 司
誕生日自祝
濱本 宣仁
誕生日自祝
岡本 健
誕生日自祝その他諸々に感謝して。小寺 一矢
在籍29ヵ年を自祝して。
藤井 弁次
10ヵ年在籍自祝
西浦 司
6ヵ月ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ皆出席自祝
川本 浩
6ヵ月ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ皆出席自祝
中村 修
6ヵ月ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ皆出席自祝
坂本 一民
6ヵ月ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ皆出席自祝
安田 義治
安田会員ありがとう御座居ました。 中村 健輔
奥会員には、お手数かけました。今後も宜しく
お願い致します。
中村 健輔
昨日は長い時間親しくお話しを聴くことができ
有り難うございました。 岸本会員、木村会員
連々々続欠席のおわび。
永田 秀次
本日もニコニコ有難うございます。
ＳＡＡ一同
平成22
平成22年
年
12月
12
月
2
日合計金
102,000円
102,000円
22
累計金 1,449,090円
1,449,090円

☆☆ 先週（１２月２日）の卓話 ☆☆
「スギ花粉を考える」
医療法人 宮武内科 宮武 明彦 様
中川 政照 会員紹介
日本では毎年、2月から4月末頃まで、鼻水や目
のかゆみを訴えて医療機関を訪れる患者さんが
たくさんいらっしゃいます。この鼻汁や鼻閉、く
しゃみによるいらいら、集中力の低下、学習障
害、寝不足等の症状により、この時期には患者さ
んのQOL(生活の質)が大きく低下します。
スギ花粉の飛散は遅い年でも4月末には終息
するため、上記の自覚症状もなくなりますが、ス
ギ花粉症の患者さんの60%はヒノキに対してもア
レルギー反応を有する方が多いため、3月末から
飛散が始まるヒノキ花粉による症状が5月の中
旬位まで続きます。このようなスギ花粉症の全
国都道府県における平均有病率は、1998年に
16.2%であったものが、
2008年には26.5%となり、
東
京ならびに関東圏は軒並み30%を超え、全国規模
で患者さんが非常な勢いで増え続けています。
スギは樹齢が25年を超えると大量の雄花を着生
し、翌年春に大量の花粉を放出します。わが国で

）内は会員総数を基準とした値

12月2日の出席率
85.48％
４週間前（11月11日）の
メークアップを含む出席率 86.44％
メークアップ実施会員
3名（欠席者11名)
は戦後よりスギ植林が全国的に実施され、1950年
代にそのピークに達したため、1970年代よりスギ
花粉症の患者が急速に増加し、
全人口の4人に1人
はスギ花粉症と診断されて、スギ花粉症は国民
病と言われるほどになりました。
スギ花粉飛散の観測場所としては各都道府県
毎に3～4箇所の観測定点が定められており、
花粉
捕集器によって24時間の花粉量が測定され、
飛散
状況がテレビなどのメデイアにて広報されてい
ます。大阪は全国でもスギ人工林面積が少ない
府県のひとつですが安心は出来ません。何故な
ら、スギ花粉の飛散距離は半径100kmに渡り、北は
若狭湾、西は姫路、東は彦根、南は和歌山県御坊
までの圏内から想像を超える量が大阪に飛来し
ているからです。
このスギ花粉症に関連する国民医療費は、
1993
1993年度1171億円、2003年度は1560億円、その内、
2003年度1月から3月に支払われた医療費は3カ月
間で約546億円に上り、現在もその金額は増加の
一途を辿っています。
このような背景により、
1997年から科学技術庁
庁が花粉症克服に向けた取り組みを行い、スギ
花粉症の予防・治療法および発症軽減化、スギ花
粉症の生産と飛散の予報法の高度化、花粉発生
源の抑制技術の検討を、さらに、
「木づかい運動」
など花粉発生源対策として、伐採された木材の
有効利用、緑の募金、花粉の少ない森林づくり活
動の支援等を行ってきましたが、日本における
針葉樹林(スギ、ヒノキ、マツ)の割合は全森林面
積の53%と多く、また、民有林が56%と半分以上を
占め、森林管理は民間に委ねられているという
現状から、林業政策は木材市場価格によって影
響を受け、抜本的な行動を打ち出せない状況が
続いています。私達が考えなければならない点
は、スギ花粉の発生源対策は林業関係者のみの
問題ではなく、多くの国民の理解と協力が不可
欠であること、また、地球温暖化現象によりスギ
花粉症はさらなる増加が確実視されていること
であります。このため、スギ花粉を少しでも減ら
す環境作りを考えること、また、その環境作りの
ための行動が必要と考えています。

☆☆ 本日のディナーメニュー ☆☆
クリスマス家族会スペシャルディナー

