
皆様、こんにちは。

先週の観音寺での移動例会はお疲れ様でした。

現在の新型コロナウイルスの感染拡大の中、開催も

危ぶまれましたが、久保田先生のとても為になり、そ

してとてもユニークなお話を伺うことができ、また、

観音寺の新しい会館にもお邪魔できました。そして

紅葉狩りをしながら、当クラブの記念樹しだれ桜の

前で集合写真を撮ることも出来ましたので、私的に

は開催して良かったなと思っております。余談です

が、久保田先生が推奨されていたビフィズス菌の摂

取ですが、ラックビーは病院での処方が必要なので

手に入れておりませんが、その代わり、ヤクルトのミ

ルミルを毎日飲むようにしております。今月の特別

月間は、「疾病予防と治療月間」ですので、そういう

意味でも、タイムリーな卓話ではなかったかなと思い

ます。

話が及びましたので、今月の特別月間についてお

話させていただきます。国際ロータリーが掲げる「疾

病予防と治療月間」の目的は、疾病の原因と影響

を減らすための活動と研修の支援です。具体的に

は、次のような形で疾病を予防し、健康を促進する

支援をしましょうとしております。『地元の医療従事

者の能力向上』、『伝染病の伝播を食い止め、非伝

染病の発生とそれによる合併症を減らすための疾

病予防プログラムの推進』、『地域社会の医療インフ

ラの改善』、『主な疾病の蔓延を防止するための地

域社会の人々の教育と動員』、『疾病またはけがに

よって引き起こされる身体障害の予防』。当クラブは、

重症心身障害者施設である光陽園とのつながりも

ありますので、このことを念頭に、今後の支援活動

を模索できればなと思います。

また、先週のように外部の方の卓話を聞くのは新

鮮です。皆様も、何らかのつながりで卓話をしていた

だけそうな方がいらっしゃいましたら、是非、お声か

けください。ちなみに、今後の予定では、来月２６日

の例会において、山川会員の紹介で、明治安田生

命のエコノミストの方をお招きし、コロナ禍において

今後の経済情勢がどうなっていくのかの展望等をお

話していただく予定です。皆様、お楽しみにして下さ

い。

話は変わりますが、本日は、当初のプログラムでは

ふれあい訪問で、例年どおり、独居老人のお宅に花

配りをする予定でしたが、現在の新型コロナウイルス

感染拡大の状況を考慮し、訪問に同行することはせ

ず、例会の後、私と竹村幹事と宮会員の３人で、社

協の方に支援金を渡しに行って参ります。このような

状況ですので、予定を変更さ

せていただいたことにつきまし

ては、ご了承下さい。

本日の卓話は、宮会員にお

願いしておりますので、現在の

社協の活動状況についてもお

話しいただけるのではないかと

思います。宮会員、この後の卓

話、どうぞよろしくお願いいたし

ます。
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浅野 繁 浅野 了 麻生修平 荒木知太朗 池田 孝
井畑和士 今井 昇 大内 啓 岡田尚子 片岡達生
小髙 潔 小林義和 小林 亘 斎藤由紀 櫻井好美
神 正臣 關口和行 髙橋 薫 竹村隆一郎 妻島不三二
鴇田和之 戸部謹爾 友野俊政 中島恵里 仲原一郎
猫田岳治 服部秀雄 福田理佳 古谷桂子 宮 寛
森 秀樹 森 三枝 八木和男 山川真哉 山口修代

山崎康弘 山本昭彦 吉川末満 米谷昌紀
ゲスト／田中駿平 様

欠席者 出席者 出席免除者

●１２月ロータリーレート １ドル＝１０５円

●理事会の議事録を一読ください

齊藤洋子様 入会承認 １月より会員

今後の予定
１２月１５日(火) 通常例会 年次総会

１２月２２日(火) 夜間例会中止の為、休会

１２月２９日(火) 冬季休会

１月 ５日(火) 夜間例会中止の為、休会

柏神社参拝は参加者限定予定

１月１２日(火) 祝日休会

１月１９日(火) 通常例会 理事会

１月２６日(火) 通常例会

例会出席報告

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

例会欠席の場合は、前週金曜日までに

必ず事務局へ連絡をお願いします。

（ ＴＥＬ／ＦＡＸ／Ｅ－ｍａｉｌ／ＬＩＮＥ ）

本日の卓話

宮 寛 会員

当クラブの創立メンバー

でもあるご自身の自

己紹介をはじめ、職業

や動物病院の近況と、

ご自身の入院治療に

ついてお話しいただき

ました。

幹事報告

例会日 会員数 出席 出席率に用いる数 ％

１２月８日 ３９ ２０ ３ ５５．６

場所：れいたくキャンパスプラザ Ｂ会場

本日のゲスト

麗澤大学名誉教授

田中 駿平 様

ワンコイン １２月８日 ５，４０１円
ニコニコ 累計 ７１，７７１円

お祝い事

会員誕生日 麻生修平 八木和男

ご家族誕生日 浅野繁 荒木知太朗 小林亘

關口和行 仲原一郎 山口修代

山本昭彦

アニバーサリー 岡田尚子 小林亘 斎藤由紀

中島恵里 服部秀雄

お花を贈る奉仕活動 『ふれあい訪問』

この事業は、光ヶ丘地区社会福祉協議会の活動に賛同し、

支援している社会奉仕活動です。今年はコロナウイルス
の影響により支援金を渡す形での参加となりました。


