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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

本日の例会

次回の例会

第1802回例会 令和 3 年 4 月 5 日
今週の歌 「君が代」「奉仕の理想」
卓
話 「ホームページリニューアルしました」

山下 幸之 会員

第1803回例会 令和 3 年 4 月12日
今週の歌 「明日があるさ」
卓
話 「会員対談」

榎原 一滋 会員

聞き手 橋本 幸治 会員

前回の記録
会長挨拶

努力も継続しなければなりません。

由上会長

今日は先週行われた献血についてお話をする予定で
したが先週の金曜日の朝にクナークRI会長とラビン
ドラン ロータリー財団管理委員長の連名でコロナに
ついてのメールが有ったこと、又その夜、友人からコ
ロナが発生したとの電話がありましたのでコロナにつ
いてお話いたします。
RIからのメッセージは以下の通りです。

現在、新型コロナワクチンが世界中で利用可能とな
りつつあり、ロータリー会員は重要な役割を果たすこ
とができます。
このため、クラブに以下のことを奨励していただけ
ますよう、皆さまにお願いいたします：
・ポリオ根絶活動での体験を基に、ワクチンの安全性
と有効性に関するロータリーの知識を生かして、地
域社会での予防接種を支援する。
・皆さまの国でワクチン接種が開始される際には、地



方自治体等と協力し、必要に応じてクラブが支援で

クラブ会長の皆さまへ

きることを伝える。
・最近高まっているワクチンへの抵抗や誤解を解く活

平素より大変お世話になっております。

動を支援する。地域社会で啓発を行うことが極めて

困難な時を迎えておりますが、コロナウイルス流行

重要です。命を救うワクチンの力について、メッ

に地域社会で懸命に対応しているロータリー会員の活
動について報告を受けるたびに、勇気づけられる思い
がしております。
現在、繰り返し耳にする質問があります。それは
「私たちはコロナウイルスの予防接種にかかわるのか」
という質問です。

セージを広げる必要があります。
・予防接種の有無にかかわらず、マスク着用、人との
距離、適切な衛生習慣を推進する活動や、防護具を
寄贈する活動に引き続き参加し、新型コロナウイル
スの拡大を阻止する。
上のビデオメッセージをご覧いただき、クラブ会員

その答えは、
「イエス」です。

やお知り合いと共有していただければ幸いです。地元

これは、私たちがポリオ根絶という目標から逸脱す

での予防接種または新型コロナウイルス予防にかかわ

ることを意味するものではありません。ポリオ根絶

るクラブの取り組みをご紹介いただける場合は、ロー

は、引き続きロータリーの最優先活動であり、唯一の

タリーショーケース（My ROTARYへのログインが

組織的プログラムです。ポリオの予防接種活動を、今

必要）に掲載してください。

後も弱めることなく続けていかなくてはなりません。
また、ポリオ根絶のために年に5,000万ドルを集める

新型コロナ流行の終息をめざすクラブの活動につい
てお聞かせいただけるのを楽しみにしております。

何とぞよろしくお願いいたします。



国際ロータリー会長 ホルガー・クナーク
ロータリー財団管理委員長

K. R. ラビンドラン


以上のようにワクチンの誤解の普及と地域自治体と

くなっていることに関係している可能性があります。
【感染しないために】
・アルコール消毒（施設に入る時と出る時） 事務所
では「うがい」、「洗顔」
・大声や大笑いをしない
・接客時はパネル又はマスク

の協力を頼むと言うことです。
次に友人の話ですがお名前を言えば多くの方がご存
じの方です。しかし、風評被害を起こす可能性もある
ため、お名前は控えます。身近で起きているという認
識だけは持って下さい。
その友人の会社では 3 人の陽性者が出て、少なくと
も 2 人は変異型とのことです。原因は不明ですが昼食
時の会話ではないか、とのことでした。若い社員でお
しゃべりが過ぎたのかも知れません。皆さんの会社で
も食堂の他に会議室を利用するなどソーシャルディス
タンスを取って下さい。
山下会員は会社方針で外食はされていません。近藤
会員は東京出張するとZoomでの例会出席にされてい
ます。過剰対応ではないかと思いネットで調べてみま
した。私は新型コロナは 4 種病原体で感染力が強いだ
けと思っていました。
インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の致死
率の違いについて見ていきましょう。新型コロナウイ
ルスの致死率は、80歳以上では15％くらいと考えられ
ており、全年齢で平均してみても0.1％～ 4 ％程度と
考えられています。ちなみに季節性のインフルエンザ
の致死率は0.1％程度、2009年に流行した新型インフ
ルエンザでも0.01％程度とされているため、新型コロ
ナウイルスの致死率は高いということが分かります。
死亡率が高い理由の 1 つは症状が急激に進行するこ
とです。新型コロナウイルスは症状が急速に進行する
ことが特徴であるため、最初は元気であり軽視をして
いたとしても急速に悪化してしまい、治療の手立てを
打つことなく死亡してしまうという可能性があるので
す。
もう 1 つは医療崩壊です。新型コロナウイルスは重
症化すれば人工呼吸器を使用した治療が必要となりま
す。しかし、感染者および重症者が増加して人工呼吸
器をはじめとする医療物資が足りなくなれば治療をす
ることができなくなります。この医療崩壊によって治
療が受けられずに死亡するということも、致死率が高

【感染の疑い】
・呼吸困難または息切れがある
・胸の痛みが続いている
・嘔吐や下痢が続いている
・ 3 日以上、発熱が続いている
・症状が長引いて悪化してきた
このような時は速やかに主治医に相談して下さい。
飛沫防止パネルは堀会員、感染した場合の除菌は
梶山パスト会長、紙谷会員、島倉会員に相談して下さ
い。又、何かあれば私の携帯電話にお電話ください。

ゲスト紹介

親睦活動委員会

島倉委員

本日のお客様はいらっしゃいません。会員で例会を
ゆっくり楽しんで下さい。

幹事報告

木田幹事

◇本日、例会後に理事会があります。
◇4 月 の 例 会 出 欠 で「欠 席・食 事 無 し・Web 出 席」
のみの方は、準備の都合上、前週金曜日までに事務
局か幹事までご連絡ください。
◇ロータリーの友 4 月号および次年度の名簿用原稿を
BOXに入れておきました。名簿用原稿は 4 月19日
までに例会受付にてご返答ください。
◇米山記念奨学会よりクラブ宛に委嘱状が届いており
ますので、次年度委員長の近藤会員にお渡しいたし
ます。よろしくお願いします。

◇木下委員長が出向されております地区国際奉仕委員

ロータリアンの皆様は申込不要です

会のニュースレター第 4 号が発刊されました。各

申込期限： 4 月15日（木）まで

テーブルへおいておりますのでお読み下さい。

基調講演：吉岡

出席報告

出席委員会

秀人 氏

（特定非営利活動法人ジャパンハート最


村井委員長

高顧問ファウンダー小児外科医）
テ ー マ：
「自分の価値を実感できる人生を。そん

●会

員

数

出席会員数
●来

客

な君が踏み出す最初の一歩」

45名
40名（内Web参加 1 名）
0名

本日の出席率

93.02％

● 3 月22日の出席率（メーキャップ含む）100％

社会奉仕委員会

佐藤委員長

次年度幹事報告

木下次年度幹事

先週次年度の理事会を開催し、会報誌、最終ページ
記載の次年度の役員及び委員会組織表が可決されまし
たので、ご報告します。

3 月24日、予定通り、献血活動を行いました。当日
の実績は、受付が44名に対して、採血実施40名となっ
ています。その内、ビケンテクノ様の社員さんが35
名、一般の方 5 名です。
当クラブからの参加者は、由上会長、梶山パスト会
長、河邊パスト会長、本田会員、清水（大）会員、それ
に私、佐藤の合計 6 名でした。その内で、採血の条件
を満たしたのは、清水会員のみで、本田会員は、受付
まではしていただきましたが、一部条件が合わず、見
送りとなりました。残念でした。
皆様のご協力に感謝いたします。ありがとうござい
ました。

青少年奉仕委員会

仁科委員長

2020－2021年度 春のRYLAオンラインセミナーのご
案内
吹田ロータリークラブさんが主管となり、コロナ禍
に対応すべく、通常の 2 泊 3 日ではなく、 1 日のみの
開催、且つオンライン形式にて、春のRYLAセミナー
を開催致します。18歳から30歳までの受講生のご推薦
と皆様の参加お願い致します。

レセプションのご案内

堀会員

4 月14より、メイシアター内で、「CAFÉ DINING
バローレ」を運営することになりました。
これに先立ち、皆様を、 4 月 9 日オープン前レセプ
ションにお招きをしたいと存じます。
出席可能な方は、お配りした案内で出席のご連絡を
お願いします。

ニコニコ箱

塚脇SAA

●瀧川会員

我が家の櫻も万開です。

●河邊会員

早く全員集合で例会をしたいですね。

●尾家会員

皆さん久しぶりです。コロナに負けずが

んばりましょう。
●荻田会員

桜がきれいに咲いています。

●杦本会員

新年度の心の準備を目指して！

●榎原会員

結婚記念の花ありがとうございました。

●佐藤会員

昨日、桜を見に行きました。

●西村会員

ノーバッヂのおわびです。商工会で「す

いたch」を開設PR。

開催日時：2021年 5 月 1 日（土）13：00～18：00

●瓜生会員

本日卓話です。よろしくお願いします。

参加資格：第2660地区内各ロータリークラブの推薦

●塚脇会員

瓜生会員の卓話、だいぶ延び延びになり

による18歳から30歳の男女
定

ましたが、宜しくお願いします。

員：50名

参 加 費：無料（青少年・ロータリアン共に）

本日のニコニコ箱

29,000円

申込方法：18歳から30歳までの青年男女の申込は申

累計のニコニコ箱

694,000円

込書にて受付します

累計ニコニコB

2,000円

ロータリーは機会の扉を開く






お誕生日のお祝い
会

員
橋本
（徹）
会員
由上会員
杦本会員
清水
（良）
会員

4月

た。私は2002年10月に入社し、ライフプランナーとし
て現在19年目になります。プルデンシャル生命がお届

会員夫人
石﨑会員夫人
塚脇会員夫人
山下会員夫人

けするのは、すべてオーダーメイドの生命保険です。
このオーダーメイドの生命保険を設計するのが生命保
険のプロフェッショナルであるライフプランナーです。



ライフプランナーはお客さまの今後の人生設計や価

卓
私の職業

値観などを詳細に伺った上で、お一人おひとりに適し

話
瓜生

晴彦 会員

た保障をご提案いたします。ご契約時だけでなくご契
約後も生涯のパートナーとして、終生にわたるパーソ
ナルなサービスをご提供いたします。法人のお客さま
に対しては、税務や法律などに精通した生命保険のコ
ンサルタントとしてのサービスをご提供いたします。
福利厚生の一環としての退職金制度や弔慰金制度、事
業承継など社員や役員の方々向けのオリジナルの保険
プログラムを設計しています。また、相続対策として
生命保険の非課税枠の利用や生前贈与を使った生命保

1875年（明治 8 年）にプルデンシャル・ファイナン
シャルは米国にて創業されました。創業者ジョン・
F・ドライデンの掲げた基本理念は、「社会の絆であ
る人間愛と家族愛の不朽の原理を実現すること」でし
た。プルデンシャル・ファイナンシャルは世界最大級
の金融サービス機関の一つであり、プルデンシャル生
命はその一員です。現在世界40カ国以上で様々な金融
サービスを提供しており、生命保険事業については、
米国、日本をはじめ、台湾、ブラジル、アルゼンチ
ン、メキシコ、インド、中国、マレーシア、インドネ
シアで展開しています。総預かり運用資産は約 1 兆
4,810億ドル（約161兆1,772億円）となります。
プルデンシャル生命は1987年10月に設立されまし

険の活用などもご提案いたします。
多くの方が生命保険は入っているけど何に入ってい
るかよくわからないのではないでしょうか。生命保険
の整理も見直しもさせて頂きますので気軽にお声がけ
頂ければ幸いです。
ご清聴ありがとうございました。

