
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎出席報告 

THE ROTARY CLUB OF TAKATSUKI  国際ロータリー 第２６６０地区 

四つのテスト 

Ⅰ．真実かどうか 

Ⅱ．みんなに公平か 

Ⅲ．好意と友情を深めるか 

Ⅳ．みんなの為になるかどうか 

事務所 オーロラモール高槻西武６階 〒569-1116 高槻市白梅町 4-1 

    TEL 072-683-1158 FAX 072-683-1174 

    E-mail takatsuki.rc@bird.ocn.ne.jp 

例会日 毎週水曜日 12:30～13:30 

例会場 オーロラモール高槻西武６階 多目的ホール TEL 072-684-5379 

創 立 1954 年 6 月 15 日 

会長 伊藤智秋 幹事 石田佳弘 クラブ運営委員長 河合一人 会報担当副委員長 長山正剛 

 

ガバナー公式訪問 

◎ ソング・・・四つのテスト 
◎ 卓話  

国際ロータリー第 2660地区 
2018-19年度 ガバナー 

山本 博史 様 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3137 回 本日（10/10）の例会 

 

◎ ソング・・・それでこそロータリー  
◎ 卓話  西本 恵美子 君 

   「DVDによる職場見学のイントロダクション 

シャネル(カール・ラガフェルド) 

2018～2019秋冬オートクチュールコレクション」 

◎ 例会後の行事 

       職業見学（例会場） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3138 回 次週（10/17）の例会 

No.14  2018 年 10 月 10 日 発行 

バリー・ラシン RI 会長 

 

 

インスピレーションになろう 

会員数 出席者数 出席率 

51 名 44 名 89.80 ％ 

前々回例会補正後出席率  85.71 ％ 

但し、 Mup 3 名   欠席者 7 名 

出席規定摘用免除有資格者 5 名 

 

 

 

 

 

 

WEEKLY BULLETIN 

２０１８～２０１９ 

  

高槻ロータリークラブ 

10 月は経済と地域社会の発展月間 / 米山月間 

先週（10/3）の例会から 

◎ゲスト・ビジター           計 0 名 
 

 

◎会長の時間 
 
台風 24 号が無事に過ぎ、脱走犯が捕まってホッと

したところに「本庶佑京都大学名誉教授」のノーベル 
医学生理学賞の受賞のニュースを聞きとてもうれし
くなりました。 
2015-2016 年度の第 2660 地区 地区大会で『特別

シンポジウム：”究極の職業奉仕“ 関西発の医療イ
ノベーション-最先端研究から創薬へ』がございまし
た。 
その時の講演者が、岸本忠三・大阪大学名誉教授 

(大阪ＲＣ・元会長)と本庶佑・京都大学名誉教授でし
た。そして、高槻ロータリークラブの例会にも時々お
見え下さいます「大阪ロータリークラブの本田孔士会
員・京都大学名誉教授」がコーディネーターを務めら
れたこともあって本庶名誉教授とは何やら親しいよ
うに感じておりましたので大変嬉しいことでござい
ました。 
岸本教授は「免疫難病治療―大阪から世界へ」とい

うテーマで基調講演をされ、抗体（アクテムラ）を疾
患の治療に応用し、リウマチを始め多くの難病に苦し
む世界中の人々を救う効果につなげられました。 
これは免疫力をコントロール（抑制）する治療だと言
われていたように思います。 
続いての本庶教授の基調講演は｢がんは治る：がん

免疫治療薬ＰＤ－１抗体｣というテーマでした。同じ
ように、免疫制御する遺伝子を解明してきた本庶教授
は、免疫力を活性化すればがん治療が可能であること
を発見し、ＰＤ－１抗体ががん治療薬として承認され
るために尽力されました。 

 

◎Ｒ財団表彰 

 

 川面 智義君 

  第 1 回 マルチプル・ポール・ハリス・フェロー 
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岸本教授の免疫力のブレーキ、本庶教授の免疫力のア

クセルこの二つを治療に用いられるということで医療
の進化に目の前がバラ色に輝いたものです。 
本庶教授の研究は 2014 年 9 月小野薬品工業株式会社

の『免疫チェックポイント阻害薬「オプジーボ」』とし
て市場に出てきます。当初の価格は 20 ㎎ 1 瓶が 15 万
200円、100ｍｇ1瓶が 72万 9849円。どのくらい使用す
るかは患者さんの体重１㎏あたり 3ｍｇだそうです。 
2017 年 2 月 1 日に薬価が半額となりました。薬は中

央社会保険医療協議会で承認されなければ保険での治
療が出来ないそうです。 
「オプジーボ」の場合も肺癌、胃癌、腎癌等は保険が

適用されるようですが、大腸癌等は実費負担のようで
す。詳しいことはお医者さん、薬剤師さんにご相談くだ
さい。 
小野薬品工業株式会社が発行している 2016 年 4 月時

点の高額医療制度についての冊子を見てみますと体重
55 ㎏で月２回投与の治療を行うと薬剤費が 2,660,000
円になるそうです。 
ちなみにオプジーボのライバル薬にアメリカのメル

ク社「ＥＭＤ」のキイトルーダという薬もあるそうです
が、薬価は同じくらいだそうです。 
体重は低く抑えたいものですが、それが出来るなら

様々な生活習慣病を心配しなくてもよいわけで…なか
なか難しい問題です。 
 

 

 

◎幹事報告 

・10 月ロータリーレート 1 ドル：112 円 

・株式会社阪急阪神百貨店より、西武高槻店の屋号変更
についてのご案内が届いております。西武高槻店は、
2019 年 10 月 1 日より店名を変更し「高槻阪急」とし
て新たにスタートすることになりました。同日付をも
って株式会社阪急阪神百貨店が事業運営することと
なります。 

・茨木西 RC より、秋のライラセミナー終了のお礼が届
いております。 

・高槻市健康づくり推進協議会より、「2018 市民の健
康・食育フェア」協賛のお礼状が届いております。 

・本葬儀のお知らせ 
 国際ロータリー第 2660 地区 1993-94 年度ガバナー 
（茨木 RC）大森 慈祥 会員が 9 月 20 日午前 7 時 23 分

ご逝去され、密葬は 9 月 24 日（月）（宗）辯天宗 総
本山如意寺におきまして親族および本宗の役員信者
相寄り執り行われました。 

【本葬儀日時】平成 30 年 10 月 28 日（日）午後 1 時～ 
【場 所】辯天宗 冥應寺（信者会館 3 階） 
      〒567-0073 大阪府茨木市西穂積町 7-41 
         電話 072-622-6861 
【葬儀委員長】亀井 静香 様 
【喪 主】大森 光祥 様（ご長男） 
 ※尚、御香料はご辞退されております。 
  供花につきましては、下記事業者が取りまとめて 

おりますのでよろしくお願い致します。 
 花廣（はなひろ）TEL：072-625-1144 
         FAX：072-622-8691 

  謹んでお悔やみ申し上げます。 
・吹田 RC より概況報告書が届いております。後方テー

ブルに置いておりますので、皆様ご覧ください。 

・日本赤十字社より年報が届いております。後方テーブ
ルに置いておりますので、皆様ご覧ください。 

・八尾 RC より春のライラセミナー報告書が届いており
ます。後方テーブルに置いておりますので、皆様ご覧
ください。 

 

◎インフォメーション         清水 利男 
・来週 10 月 10 日（水）は、第 2660 地区今年度ガバナ

ー 山本博史様の公式訪問です。当日は、会員皆様・
多数のご出席を以ってお迎えしたいと思っておりま
す。宜しくお願い致します。 

 
◎委員会報告 
〇青少年奉仕委員会           内本 繁 
・高槻中学校高等学校インターアクト年次総会の開催

を予定しております。当クラブは来年度インターア
クトクラブ海外研修のホストクラブ担当でもありま
すので、皆様多くのご参加を宜しくお願い致します。 

【日 時】10月 24 日（水）受付 15：30 開式 16：00 
【場 所】高槻中学高等学校  

※受付 15：30 開式 16：00 となっておりますが、
当クラブの会員の皆様は、高槻中学高等学校 

 正門前に 15：45 に集合して下さい。 
 
〇クラブ組織委員会          藤松 功治 
・会員数の増強を目指しております。会員の皆様には、

各 2 名の入会候補者の選出をしていただきたくお願
い申し上げます。 

 
◎書道展ご案内            浜田 厚男 
・9 月末日でお辞めになられました、当クラブ事務員 

濱田 史恵氏の書道展が開催されます。後方テーブル
にチラシを置いてあります。皆様ぜひご来場くださ
い。 

【日 時】10 月 26 日（金）18：30～20：30 
（受付 18：00～） 

【場 所】レストラン＆バル  
中之島ソーシャルイートアウェイ 

【会 費】5,000 円（税込 フリードリンク） 
 
 
◎例会後の行事 
  10 月度定例理事会 

 
10 月度定例理事会議事録 

 

日 時：2018年 10月 3日（水）13：40～15：00  

場 所：例会場 

出席者：伊藤、清水、石田、長山、山室、片山、河合 

川面、白石、西本、藤松、浜田、藤井、松下 

欠席者：稲富、入谷、小阪 

議事録作成人 石田 佳弘 

議題 1 議事録承認 

議事録を確認して承認されました。 

議題 2 会計報告 

会計報告を確認して承認されました。 

議題 3 12月、1月スケジュール確認 

例会変更 →移動例会にすることで承認された。 

11月 7日  記念月お祝い→11月 14日に変更 

卓話→清水会員 

11月 14日  記念月お祝いをする 

12月 12日  卓話→藤田会員・藤松会員 

12月 19日  卓話→早川会員・西澤会員 

12月 23日  移動例会・家族会 

1 月 9日  3RC新年合同例会 

1月 16日  記念月お祝い 

卓話→地区職業奉仕委員会の入谷 

会員で承認された。 

 
 
 
 



 

 

 

◎ニコニコ箱報告 

・誕生記念内祝  飯島君（ダブル記念ありがとうございました） 

・結婚記念内祝  飯島君（ダブル記念ありがとうございました） 

坂野君、羽根田君、石田君、河合君、 

香西君、松下君、 

西澤君（ありがとございます。写真にとって 

奥さんの点数かせぎます）     

・入会記念内祝  伊藤君、松尾君 

・創業記念内祝  深野君（ガスも電気も大阪ガス。今後ともよろ

しくお願い致します）、 

浜田君、本多君、石田君、川面君 

 

        本日の合計  ￥  80,000- 

      7/1よりの累計  ￥ 651,000- 

 

◎R 財団への寄付 

坂野 信一君 ￥5,000- 浜田 厚男君 ￥5,000- 

羽根田茂子君 ￥5,000- 河合 一人君 ￥5,000- 

香西 徳治君 ￥5,000- 松尾 浩 君 ￥5,000- 

松下 浩章君 ￥5,000- 

 

        本日の合計  ￥  35,000- 

      7/1よりの累計  ￥  315,000 - 

           一人当たり平均 ＄55.15 

 

◎米山奨学会への寄付 

 石田 佳弘君 ￥5,000- 松尾 浩 君 ￥5,000-  

 

本日の合計   ￥  10,000- 

      7/1よりの累計     ￥  242,500- 

            会員より ￥ 115,000- 

            ｸﾗﾌﾞより ￥ 127,500- 

                       一人当たり平均 ￥4,755- 

 

◎青少年育成基金への寄付 

 伊藤 智秋君 ￥5,000- 河合 一人君 ￥10,000- 

 川面 知義君 ￥5,000- 松尾 浩 君 ￥5,000- 

 

本日の合計 ￥ 25,000-   

      7/1よりの累計 ￥ 390,000- 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎卓上花 

 

りんどう …誠実 

スプレーカーネーション（オレンジ） 

…情熱 

議題 4 例会及び理事会変更の件 

例会は上記で承認 

例会終了後に同場所で理事会と 

65年実行委員会開催することで承認 

 

議題 5 クラブ組織委員会事業の件 

各委員長からは 1 名紹介してもらう。 

ツールを利用する。（ロータリーの友、会報、 

記念誌などをセットする） 

まずは委員長に今後例会時確認する。 

議題 6  社会奉仕委員会事業の件、及び事業報告の件 

11月 3日（日）オレンジゴスペルに参加要請。 

15時集合、16時 30分開演 

250名なのでできる限り多く参加して 

ほしい。 

チッケトは一般 1,500円 

RC関係者は 5,000円（寄付込み） 

事業報告は HomePageに出ている。 

議題 7 友愛の広場の件（12/8） 

社会奉仕委員会で地区大会時、友愛の広場 

（国際会議場）でパネル等を用いて活動報告を 

してほしい。 

議題 8 地区ローターアクト海外研修 参加者募集につ

いて 

タイの海外研修の多数参加してほしいと地区 

から要請がある。 

議題 9 その他（IAC、クラブ研修委員会等） 

10月 10日 ガバナー公式訪問。 

絶対参加してほしい。 

10月 24日 インターアクト総会。 

委員長・副委員長は出てほしい。 

11月 3日   オレンジゴスペル 現代劇場 

２５０人まだ募集していない。 

知り合いを集めてほしい。 

12月 7日 8日 地区大会  

８日の会議だけでも出てほしい。 

８日の後は幹事主催の懇親会を 

予定。 

 


