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◎ 国歌・・・・君が代 
◎ ソング・・・奉仕の理想 
◎ 誕生、結婚、入会記念月御祝 
◎ 創業記念月御祝 
◎ 年次総会 
◎ 卓話  光本 智輝君 

「 砕石業の PR 活動 」 
◎ 例会後の行事 

   12 月度定例理事会 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3227 回 本日（12/2）の例会 

 

 
 
◎ ソング・・・四つのテスト 
◎ 卓話  片山 美智子君 

「 昆虫食 」 
◎ 卓話  長山 正剛君 

「 三好山 その２ 」 
◎ 例会後の行事 

   第 1 回被選理事会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3228 回 次週（12/9）の例会 

先週（11/25）の例会から 

◎ゲスト                   計 1 名 
 

米山奨学生    劉 陽様 
 
◎11/25 出席報告 

会員数 出席者数 出席率 

50 名 39 名 100 ％ 

前々回例会補正後出席率  100 ％ 

但し、 Mup 0 名   欠席者 0 名 

出席規定摘用免除有資格者 3 名 

 

 

 

 

 

12月は疾病予防と治療月間 

 
 

12 月度 記念月御祝 
 

◎  誕生記念 
   伊藤 智秋君    藤松 功治君   

江澤  由君 
 
◎ 結婚記念 

   川面 智義・晶子  御夫妻  53 周年 
   岩﨑 貞治・順子  御夫妻  34 周年 

齋藤 良輔・ひとみ 御夫妻  34 周年 
浦中 郁文・久美子 御夫妻  29 周年 

   藤松 功治・美奈子 御夫妻  27 周年 
   小阪 大輔・由里子 御夫妻  11 周年 
 
◎ 入会記念 

   川畑 孝彦君         18 周年 
  
  

12 月度 創業記念月御祝 
 
 篠原 光子君  大阪歯科大学 

         Ｍ44.12       109 周年 

 並木 寛治君  野村證券㈱ 

         Ｔ14.12.25      95 周年 

 橋本 憲治君  壽酒造㈱ 

          Ｓ26.12（創業 1822 年)69 周年 

 倉本  進君  ㈱くらもと 

         Ｓ40.12.15      55 周年 

 羽根田茂子君  羽根田司法書士事務所 

         Ｓ47.12        48 周年 

 西田 直弘君  ㈱西田本店  

         Ｈ2.12.12       30 周年 

 中西美代子君  ㈲シゲトミ 

         Ｈ.5.12.13      27 周年 

 山室 匡史君  山室法律事務所 

         Ｈ27.12        5 周年 

mailto:takatsuki.rc@bird.ocn.ne.jp
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◎会長の時間 

 

高槻ＲＣは、高槻市にマスクを寄付し、11 月 3 日市
長から篤行賞をもらいました。市を通じて困っている
方々に配布していただければとの思いでした。ただ私
自身、マスクに関しては未だに懐疑的なのでこの話を
お聞きいただければと思います。現在、スーパーコン
ピュ－ター「富岳」を用いたくしゃみ飛散のシミュレ
ーションが雑誌等で発表されています。マスクは侵入
してくる飛沫を減らす効果はある程度あるが、小さな
飛沫の侵入は完全には防げないとのことです。理科系
の方はよくおわかりと思うのですが、シミュレーショ
ンでは設定として空気の流れ・湿度・温度などのパラ
メーターをかえれば、結果がかなり変わってくること
があります。富岳の計算によると、高機能マスク（Ｎ
95）でなければ、吐いた息はマスク本体経由か周辺の
開口部（鼻・両サイド）から出入りしてしまいますが、
フィルター面で 80％補足されるとのことです。逆に言
うと透過する 20％以下の飛沫に乗ってコロナは確実に
周辺に飛び散ることになります。また、吸い込む場合
お医者さんがきっちり着けている方法（隙間無く顔に
密着）でないと、約 2／3 が入ってきて 20 ミクロン以
下では気管の奥まで入ってくるようです。最新分析は
このようなものですが、私は 50 年前肺がんの原因であ
る石綿を業として扱っていました。そのためマスクは
特級クラスを着けて作業しなければいけない。これは、
いまの N95 マスク、先日の IOC のバッハ会長が着けて
いたのと同じで、息苦しく長時間は着けられないもの
です。業務用は鼻の左右に高性能 HEPA フィルターがあ
り 0.1 ミクロン程度の石綿繊維は入り込まない仕組み
になっている。コロナウイルスも 0.1 ミクロン以下の
ため、まともに防ぐには HEPA 並みの濾過性能をもつマ
スクがいるのではと思っていました。しかし流通かつ
推奨されているのは不織マスクが圧倒的です。根本治
療として友好なワクチンと治療薬の開発がなされるま
では、与謝野晶子の時代と同じ対策でしのがなければ
いけないのかと少し残念とともに、コロナと人類の長
い共存の歴史に思いをはせざるを得ません。 
ここで、マスク不足により我々が支払った金額はど

れくらいか私なりに計算してみました。素人計算です
が、1 月のマスク消費量は 40 億枚×売価 90 円、平年を
4 億枚×15 円とすると、3600 億円／月がマスクで余分
に消費された金額です。4 ヶ月続いたとすれば 1.4 兆円
になります。自由主義経済の元ではやむを得ない現象
でしょう。さて、話は本来のマスクに戻りますが、私
が疑問に思っているのは、公道を歩いている人、自家
用車で一人運転している人などもマスクをしている。
これには意味があるのでしょうか。また食事の時は、
一口一口マスクをはずして食べましょうという、あま
り 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

り利口でない提案もありますが、私は少し引いてしまい
ます。しかし、コロナに対する専門家の意見も各種あっ
て2山3山超えても素人が理解するにはまだ困難な状況
が続きそうです。これで会長の時間を終わります。 
 
 
◎幹事報告 

・関西大学・大阪医科大学・大阪薬科大学 医工薬連環
科学教育機構より、「自由研究コンテスト 2020」協賛
と白石副会長審査会出席へのお礼状が届いておりま
す。白石副会長、ご出席頂きありがとうございました。 

・事務局の年末年始休暇は、12/25(金)～1/3(日)となり
ます。宜しくお願い致します。 

 

 

◎委員会報告 
〇国際奉仕委員会          西本 恵美子 
・今年度の国際大会は、2021 年 6 月 12 日～15 日の 5
日間、台湾の台北南港展覧館（TaiNEX）を中心に開催
されます。ガバナー事務所より早期割引登録のご案内
が届いております。回覧を回しますので、多数の皆様
のご参加をお願い致します。参加される会員の皆様に
は事務局から登録関連資料をお渡し致しますので、ご
自身で登録をして頂きますようお願い申し上げます。
宜しくお願い致します。 

【早期割引登録料】 
2021 年 2 月 15 日まで 365 ドル 
（*365ドルの締め切りは当初 2020年 12月 15日でし
たが、2021 年 2 月 15 日に延期する旨今月 RI 理事
会に申請し承認の予定） 

2021 年 3 月 31 日まで 440 ドル 
2021 年 4 月 1 日以降 515 ドル 
 
 

◎卓話 
「 sign language 」     大木 城司 

 
高槻市において、令和 2 年 4 月 1 日より手話言語条例

が施行されました。 
令和 2 年（2020 年）4 月 1 日時点で、全国 1788 自治

体のうち 342 自治体で、大阪府内でも 44 自治体のうち
大阪府をはじめとした 19 自治体で、手話言語条例が施
行されています。 
手話は、私たちが普段使っている「音で聞くことば（音

声言語）」とは違って、手や指、体の動き、顔の表情を
使う「目で見ることば（視覚的言語）」です。平成 18
年に国連総会で採択された「障害者の権利に関する条
約」や平成 23 年 8 月に改正された「障害者基本法」に
は、「手話が言語である」ことが明記されています。 
条例の全文は資料としてお配りしておりますので、ま

た時間のある時にでもお目通し下さい。 
さて、なんでこんなネタを話しているかというと、僕

は高校生の頃から手話に興味を持ち、NHK の「みんなの
手話」を見て独学で学んだ後に、大学生の頃に 1 年ちょ
っとだけ手話サークルに通い学んだ結果、片言レベルで
すが手話が出来るようになりました。20 年前の事で忘
れている事もありますが、4 月に手話言語条例が施行さ
れる事を市議会だよりで見たので、本来 4 月に卓話予定
だったので、準備していたものを話しております。 
手話を学んだ時に思ったことは、単語を覚えやすい

事、手の動きには意味があり、いくつかの法則の組み合
わせによって単語を表すことができるので、英語単語に
比べてすんなり頭に入ってきました。 
例えば、挨拶は左右の人指し指を人に見立て、互いに

お辞儀をさせることを意味しています、そしてこれに、 

 

Ｒ財団表彰 

 

岩井 祐造君 

第 6 回 マルチプル・ポール・ハリス・フェロー 

 

羽根田 茂子君 
第 2 回 マルチプル・ポール・ハリス・フェロー 

 

香西 徳治君 
ポール・ハリス・フェロー 

 

白石 純一君 
ポール・ハリス・フェロー 
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朝、昼、晩を組み合わせて、おはよう、こんにちは、
こんばんは、の手話になります。実際には片手で啓礼
だけでも挨拶として通じるのですが、普段皆さんがし
ている動きだけで通じるものもあります。 
さよなら、ダメ、お金、行く、約束、時、飲む、男、

女、これらは手話でも同じです。また、これらを組み
合わせて、男女をくっつけて「結婚」、お腹から男が出
てきて「息子」、お金を渡して物をもらうで「買う」、
その逆で「売る」など、動きとして覚えやすいものも
あります。 
ろう者が我々と違うところは聞こえないこと、その

せいで発音しづらいことだけですので、最近のメール
だけでのやり取りの仕事などは、健常者と同じ能力と
なります。歯医者の業界でも歯科技工士さんは、宅急
便と指示書 FAX だけで仕事が成り立つので、聴覚障害
者専門の技工士学校もあります。メールや LINE が通信
手段となっている現在はもっと色々な仕事に就くこと
が出来ていると思います。 
僕は片言手話程度ですが、しゃべりながら手話で別

の事を伝えることが出来るので、仕事中も患者と話し
ながら、スタッフに指示を出すことができます、野球
のバントや盗塁もハンドサインの指示がある様に、日
常に取り入れることでより多くの情報を伝えることが
出来ると思います。 
卓話はそろそろ終わりますが、最後に、特徴的な手

話をひとつ、「志村けん」です、3 月にコロナウイルス
感染で亡くなりましたが、代表的なギャグ「アイーン」
と同じ動きで志村けんを表します。4 月にやりたかった
ネタです。 
ありがとうございました。 

 

 

◎卓話 
「 会員増強・拡大について 」 飯田 哲久 

 

皆さんこんにちは。 
前回、18 日の増強会議には、多数ご参加頂き誠にあ

りがとうございました。私を含め 28 名にご参加頂き本
当にビックリ、いや少し感動致しました。色々な貴重
な意見も頂き、高槻ロータリーの先輩方の増強、拡大
への思いを確信いたしました。 
そして、コロナ期の限定ではありますが、入会金無

料の提案にご理解、ご賛同頂き本当にありがとうござ
います。 
前回、ご参加頂けなかった方がおられますので、今

一度私の思いを少し述べさせて頂きたいと思います。
聞き苦しい点もあるとは思いますが、少しだけお付き
合い下さい。 
2019 年度よりクラブ組織委員会で会員増強に約 2 年

間関わって来ましたが、2020 年に入り、程なくしてコ
ロナウイルスの影響もあり、増強拡大も大変苦戦して
おります。 
19 年度に関しましては、長山委員長のもと頑張った

つもりだったのですが、力及ばず、入谷会長の掲げた
純増 5 名の目標を達成出来ずに純増 1 名で終わりまし
た。 
2020 年度 6 月からはクラブ組織委員長として､引き

続き頑張っているつもりでおりましたが、コロナウイ
ルスの消息も見えない非常に悪い空気感のなか、又さ
らに非常に苦戦しております。 
コロナのせいにばかりには出来ないのですが、実際

収まりが見えない中、最近は第三波到来で大阪におい
て、過去最多の 256 人を記録し、3 日連続 200 超えとい
う状況になっております。（前回 18 日会議時）直近で
は、21 日 415 人、22 日には東京より 100 人多い 490 人 
 

を記録し全国最多になりました。 
このような中、ロータリークラブの活動は制限され､

会貝の皆様はやるせない思いの方も多数おられると思
います。いや、全員がそういう思いではないでしょう
か。 
日本経済も停滞し、失業率も増加し、これからが、

さらに悪い影響がますます出てくるのではないかと危
倶いたします。この 60 余年の高槻 RC の歴史の中でも、
非常にのっぴきならん時期なのではないかと思いま
す。この歴史と伝統のある高槻RCを今後とも存続させ、
伸ばしていく、地域のリーディングクラブとして役割
を果していくには、会員増強、拡大は最も重要な課題
の一つだと思えてなりません。 
世界的、全国的に会員減少の中、当クラブは勇気を

持ち、コロナ下でも落ち込まず、この先を見据えた、
陽気のある決断で、変革をもって挑んでみたく、入会
金無料の提案をさせて頂きました。 
また、まだまだ収まりがつかない状況下の中、前回

ご説明頂いた地区大会、又次年度地区大会のホスト、
又高槻ロータリークラブ創立 70 周年を迎えるにあた
り、今から真剣に会員増強、拡大を考えていかないと
手遅れになると思います。 
その為に、若い力、新しい力を加えるには大きな一

助となると思えてなりません。会員の皆様！！どうか
ご賛同頂きますよう宜しくお願い申し上げます。 
地区クラブ奉仕・拡大増強委員長の藤井様から 2660

地区の現状について情報を頂きましたので、私の意見
も含めて少し報告させて頂きます。19－20 年度は地区
全体で 21 名の会員の減少がありました。高槻ロータリ
ーでは 8 名の新会員の入会をさせて頂いたものの 7 名
の退会者があり、結果的に 1 名の増になりました。こ
の状況下で 1 名でも増えたことは、素晴らしい事だと
思います。長山委員長のご活躍に敬意を表したいとの
お言葉を頂きました。 

2660 地区の話ですが、2016 年の規定審議会の決定に
基づき、2016 年以降のクラブ定款には入会金の規定が
削除されております。従って、入会金をどうするかは、
入会金を取らないことも含め、クラブ独自で決めてよ
いことになりました。 

2018 年 1 月実施のアンケートでは、2660 地区の 12
クラブが入会を無料としていました。現状は会員種類
の多様化を規定されているところも含めてもっと多く
なっていくのではないかと推察しております。 
入会金は、新会員獲得の為には、なるべく安く、出

来れば無しというのが艮いと思いますが、クラブの財
政健全化の為には、なかなか難しいところがある反面、
新入会員の入会がなければ、年会費も入らないのです
から、そのあたりの兼ね合いが難しいところがあると
思います。 
私としましては、財政事情が許すのであれば、入会

金は無しとし、新会員の入会促進を図り、それにより
会費の増収を図るのが良いと考えております。 
以上増強、拡大についての私の思うところをお話さ

せて頂いた訳ですが、増強、会員拡大は、クラブ会員
の信頼と親睦を深め、活発な活動（奉仕活動も含め）
を通じて、より魅力あるクラブ作りをすることが一番
だと思います。 
でもコロナの中、特に新入会員の皆さんは、歓迎会

もちゃんと出来ず、入会したのに、親睦もかかわりの
持ちにくい中で少しつまらない思いの中で例会や、ほ
とんど中止となっておりますが、行事に参加されてい
るのではないかと思われます． 
コロナが収束すれば、楽しい行事や、楽しい奉仕活

動、又同好会やクラブ活動がいっぱい待ち構えている
と思いますので今しばらくお待ちくだされば幸いでご
ざ 

 

 



4 

 

 ざいます。私の入会時は先輩方に色々と楽しい思いを
経験させて頂いたので、収束すれば、ロータリーライ
フは充実すると信じて、つたない卓話とさせて頂きま
す。ご清聴ありがとうございました。 
 

 
◎ニコニコ箱報告 
・入会記念内祝   光本君（ありがとうございます！） 
・楽しい卓話ありがとうございました。    井前君 
・卓話を見て聞きて頂いてありがとうございました。 

大木君 
 

              本日の合計   ￥  15,000-  
    7/1 よりの累計   ￥  909,000-  
 

◎R 財団への寄付 
河合 一人君 ￥10,000- 大木 城司君 ￥ 5,000- 

 
本日の合計  ￥   15,000- 

          7/1 よりの累計  ￥  887,000-     
        年次基金会員より   ￥  585,000- 
         ポリオプラス会員より  ￥  302,000- 
           一人当たり平均   ＄   170.58 
 
◎米山奨学会への寄付 

大木 城司君 ￥ 5,000-   
 

本日の合計  ￥    5,000- 
          7/1 よりの累計  ￥  312,500-      
                会員より  ￥  190,000-      
               ｸﾗﾌﾞより    ￥ 122,500-      
                  一人当たり平均   ￥   6,250-     
 
◎青少年育成基金への寄付 

井前 憲司君 ￥ 5,000- 大木 城司君 ￥ 5,000-  
 

本日の合計  ￥   10,000-      
7/1 よりの累計  ￥ 195,000- 

 

 

 

 

 

 

◎11/25 卓上花 
 
スプレーカーネーション 

 ·········· 素朴 
 
レースフラワー 

 ·········· 可憐な心 

 


