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水 と 衛 生 月 間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆

次週（４月１日）のお知らせ

１）例 会

（2534回）

１）例

会

（2535回）

２）卓 話

「四年間の活動を振り返って」

２）国旗およびロータリー旗に礼

一般財団法人 大阪府青少年活動財団
３）卓 話 「今注目されているSDGsとは」
ユースリーダー卒業生
戸田 結彩 様
一般社団法人SDGs推進士業協会 理事
三原 直也 様
アズコネクト社会保険労務士事務所 代表者
なるかわリーダー卒業生 髙橋
亮 様
山本 哲史 様
中井 萌蕗 様
青少年奉仕委員会
二宮 彰久会員紹介
３）４月度定例理事会

＊＊

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

本日は非常に良い天気に恵まれましたが、朝
の天気予報を見ていると、早くも桜の開花が予
想されているとのことです。今年は桜が早いよ
うです。また、この例会場に来るまでに袴姿の女
性を散見しました。卒業のシーズンでもありま
す。そして、卒業といえば、先週卓話をしていた
だきました米山奨学生のロニー君が、奨学生か
らの卒業と就職の報告を兼ねて、先日私の事務
所まで挨拶に来ていただきました。2年間、カウ
ンセラーとして、色々お世話をさせていただい
たこともあり、感慨深いものとなりました。一緒
にご飯を食べましたが、これからの新しい就職
先と仕事の話もさせていただきました。彼が新
しい世界で素晴らしい経験をして開花されるこ
とを期待しています。本当に良い季節になりま
したが、このマスクだけがどうしても邪魔です
ね。何とか、今年度中に今の状況を少しでも変え
たいと思っています。
例えば、情勢が許すならば、家族会に代わる形
で、皆さまやご家族の方と懇親の場を持てるよ
うな機会が作れたらと考えています。皆さまの

ご意見をいただきながら、議論できればと思い
ますので、何卒ご協力をお願いします。
さて、本日は、2660地区ガバナー補佐の大蔭政
勝様にお越しいただきました。大蔭ガバナー補
佐からは、本年度ロータリーデーやフレッシュ
ロータリアンの集いなどが中止になりましたの
で、地区としてそれに代わる新しいプロジェク
トの説明に来ていただきました。是非、皆様にお
かれましては、こちらのプロジェクトにもご協
力いただきますようお願い申し上げます。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①移動例会出欠のご返事を事務局までお願いい
たします。
②「2020-21年度 下半期会費のお願い」をさせて
頂いております。お振り込み宜しくお願いい
たします。
③次週例会終了後「4月度定例理事会」を開催い
たします。本日ご案内させて頂いております
ので関係各位宜しくお願いいたします。
④本日例会終了後 第3回被選理事会を4Ｆ「銀河
の間」にて開催致します。関係各位宜しくお願
いいたします。

☆☆ 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

０名
２名
０名
０名

会員総数
会員出席
会員欠席

☆☆ に こに こ箱 ☆☆

44名
34名(40名)
18名
6名
敬称を略す

大蔭ガバナー補佐 ようこそお起こしいただき
ました
中島 清治
大蔭ガバナー補佐のご来訪を歓迎して。
結婚記念日自祝
鍬田 充生
大蔭ガバナー補佐 本日の御来訪有難うござい
ます
髙橋 俊起
大蔭ガバナー補佐 本日は宜しくご指導の程
石田 道夫
大蔭ガバナー補佐 ご来訪ありがとうございま
す
中村 修
大蔭ガバナー補佐 本日は宜しくお願い致しま
す
寺杣 晃一
結婚記念日自祝
在本 茂
結婚記念日に美しいお花を有難うございます
石田 道夫
結婚記念日自祝
荒木 幾夫
結婚記念日自祝
小寺 寿矢
１年在籍自祝
坂口 雅俊
誕生日自祝
二宮 彰久
川原会員には洗剤の件で大変お世話になりまし
た
橋本 守之
川原様有難うございました。家内も大変感謝し
て居ります
西浦 司
令和3年3月18日

合計金

85,000円

累計金 1,648,000円

）内は会員総数を基準とした値

3月18日の出席率
85.00％
16週間前（12月3日）の
出席率 82.05％
0名（欠席者7名)

水と衛生月間によせて
国際ロータリー第2660地区 ガバナー

簡 仁一（茨木RC）
新型コロナウイルス感染症の拡大防止において、「手洗い」
は、最も基本的、かつ、重要な対策です。私もそうですが、
昨年から日々、繰り返し、丁寧な手洗いを心がけるように
なった、という方が多いのではないでしょうか。
しかし、ユニセフと世界保健機関（WHO）が昨年８月に発
表した水と衛生に関する報告書「学校における衛生施設と飲
料水の前進」によると、世界の学校の43％で、石けんと水に
よる基本的な手洗いをするための設備が利用できず、通っ
ている学校に、基本的な手洗い設備がない子どもの数は、
約８億1800万人にのぼるそうです。その３分の１以上にあた
る２億9500万人がサハラ以南アフリカ地域の子どもたちで
あり、また、世界の３校に１校が飲料水の供給が制限されてい
るか、全く供給されていなかったといいます。
もちろん、これは、子どもだけの問題ではありません。世
界人口の40％にあたる約30億人が、石けんと水で手を洗う
設備が自宅になく、開発途上国の４分の３近くの人の自宅に
は、基本的な手洗い設備がない、というデータもあります。
日本のように、清潔な水が身近にある環境は、世界的に
みると稀有であり、手洗いの大切さ、適切な手洗いの方法に
ついての知識がない人々も多いのが現状だといえるでしょう。
国際ロータリーでは、「水と衛生」を６重点分野の一つに
掲げています。当地区においても、多くのクラブが、世界各
地のロータリークラブや各種協力団体と協力し、井戸の掘
削や浄水設備の設置、トイレの設置といったプロジェクトを
実施して、大きな成果をあげてきました。
そのうえで、新型コロナウイルスとの闘いを続ける現在、
改めて実感されるのが、安全な水を持続的に利用し、安心し
て衛生設備を使い続けることの重要性です。
３月22日は、1992年12月に国連総会で定められた「世界
水の日」です。私たちが今、できる「水と衛生プロジェクト」
について、ぜひともじっくりと考え、取り組んでいきましょう。
(2020-21年度 RI2660地区ガバナー月信3月号 より）

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
大蔭政勝ガバナー補佐をお迎えしてのクラブ
協議会が開催されました。
協議会前には、国際ロータリー2660地区の
【ロータリー希望の扉プロジェクト みんなの
明るい未来に繋がる扉を開きましょう】につい
てのご説明をしていただきました。

春菊 法蓮草 北寄貝 酢味噌掛
ロールキャベツ プティオニオン 一寸豆 人参
カリフラワー 柚子胡椒餡掛
筍御飯 香の甘味
桜ゼリー フルーツ物 アオサ海苔味噌汁
コーヒー又は、紅茶

