
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎出席報告 

 
 
◎ ソング・・・日も風も星も 
◎ 外部卓話   
    株式会社 ミキハウス 

社長 木村 皓一様 
     「 誇りの持てる企業文化を 」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3201 回 本日（2/19）の例会 

 

 
 
◎ ソング・・・手に手つないで 
◎ 臨時総会 
◎ 卓話  篠原 光子君 
    「 身の回りの毒 」 
  卓話  藤松 功治君 

     「 先進安全自動車（ASV）の紹介 」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3202 回 次週（2/26）の例会 

No.30  2020 年 2 月 19 日 発行 

マーク・ダニエル・マローニー RI 会長 

 

 

ロータリーは世界をつなぐ 

 

会員数 出席者数 出席率 

49 名 36 名 78.26 ％ 

前々回例会補正後出席率 90.24 ％ 

但し、 Mup 10 名   欠席者 4 名 

出席規定適用免除有資格者 8 名 

 

 

 

 

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．みんなのためになるかどうか 

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

事務所 〒569-1116 高槻市白梅町 4-1 高槻阪急 6 階 

    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 高槻阪急 6 階 多目的ホール TEL 072-684-5379 

創 立 1954 年 6 月 15 日 

会長 入谷治夫 幹事 小阪大輔 クラブ運営委員長 内本繁 会報担当副委員長 大木城司 

 

 

WEEKLY BULLETIN 

２０１９～２０２０ 

  

高槻ロータリークラブ 

 

2 月は平和と紛争予防 / 紛争解決月間  

 

先週（2/12）の例会から 

◎ゲスト・ビジター            計 3 名 
 
国際ロータリー第 2660 地区 IM 第 2 組ロータリーデー 
      実行委員 中井 哲男様 摂津 RC 
 
国際ロータリー第 2660 地区 IM 第 2 組ロータリーデー 
      実行委員 西島 英信様 摂津 RC 

 
米山奨学生 グエン・ティ・トゥイ・ユン様 

 
 
 

 

◎副会長の時間 

 

新型コロナウイルス 
昨年 12 月に中国で出現した、新しいコロナウイル

ス（2019-nCoV）の感染拡大が止まりません。徐々に
このウイルスの実態が明らかになってきているとは
いえ、まだわからないことも多く残されています。 
 まず、原因ウイルスは中国でいち早く発見され、遺
伝子配列も公開されています。その結果、2003 年に
世界的流行を起こした SARS（重症急性呼吸器症候群）
を起こしたコロナウイルス（SARS-CoV）と近かしいウ
イルスであることが分かっていますが、病気の特徴に
は、大きな違いが見えてきています。 
 2002 年の 11 月に出現したと考えられている SARS
は、感染拡大を抑えこむことができ、9 ヶ月で終息し
ました。 

SARS の封じ込めに使われた戦略は、まず、発症し
た患者を徹底的に見つけ出し迅速に隔離すること、さ
らに患者の接触者をこれも徹底的に見つけ出して、発
症した人が出てくれば、できるだけ早く隔離するとい
う戦略です。実は、エボラウイルスに対しても同じ戦
略で封じ込めに成功してきています。 
 しかし、この封じ込め戦略が使えるためには次のよ
うな条件を満たすことが絶対必要条件となります。 
（１）発症者のほとんどが重症化するか、あるいは他

の感染症とは異なる典型的な症状を呈し、見つ
け出しやすいこと。 

（２）典型的な症状をきたさない軽症者や無症候性感
染者（感染しても症状のない人）には、他人に
感染させる力がないこと。 

（３）感染者は潜伏期間や病気の初期には感染させる
力がないこと。 

 

１月度皆出席表彰 

 

西田 直弘君  連続 35 年 

mailto:takatsuki.rc@bird.ocn.ne.jp


 

  

  
SARS の場合はほとんどの感染者が重症化し、典型的な

ウイルス肺炎を発症したので、発症者のほとんどを見つ
けることができましたが、今回のウイルスでは軽症者や
症候のない感染者がかなりの割合でいると考えられ、感
染者を徹底的に見つけることはできませんし、さらに、
そのような軽症者や無症候性感染者が周囲に感染を広げ
る感染性を持っている可能性も否定できません。そうな
ると、武漢などへの渡航歴もなく武漢などからの渡航者
に接触歴もない人の間で、感染が広がってしまう可能性
があることになります。つまり日本や他の国でやってい
るような方法では、見つからない感染経路があることに
なります。 
 中国の初期対応の遅れを非難する論調が多く見られま
すが、おそらく武漢で流行が始まったときには、SARS に
準じた対策は行っていたと思われます。しかしこのウイ
ルスの特徴は SARS とは大きく異なっていました。このた
めに「見えない」感染連鎖が広がっていて手のつけられ
ない状態になっていた、というのが実情だったのではな
いかと思われます。 
WHO は 1 月 31 日に、国際的に懸念される公衆衛生上の

緊急事態に該当すると発表しました。 
幸い日本では、ドンドン感染が広がる状態には至って

いません。 
ただ我々は現時点で、このウイルスを封じ込める手段

を持っていないということが最大の問題であります。日
本でも「見えない」感染の連鎖が進行する可能性が現実
のものとなる可能性があります。感染拡大が起こるとい
う前提で国内の医療体制の整備などの対策をそれぞれの
地域で早急に考えていく必要があります。 
 中国国内では武漢以外の都市でも急速に感染拡大が起
きつつあると考えられますし、日本を含め中国以外の国
でも２次感染を含む多くの感染者が見つかってきてい
て、中国以外でも急速な感染拡大が起きることは避けら
れない状況になりつつあります。 
封じ込めが不完全だとすれば、対策の目標はいかにし

て被害を抑えるかということにシフトさせざるを得ませ
ん。国際社会が協力してこの目的に向けた最善策を探っ
ていく必要がありますが、その鍵を握るのは中国である
と思われます。 
 例えば中国の都市のいくつかは、武漢から 2～3 週間遅
れて現在感染拡大の局面を迎えようとしています。これ
らの都市で今何が起きているのか、どんな対策が有効で
どんな対策が無効だったのかなどの情報は、日本を含む
各国での対応を考える上で非常に重要であります。 
もはやこのウイルスは中国の国内問題ではなく、世界

全体の脅威であって、WHO がリーダーシップをとり、中
国を重要なパートナーとして取り込んで、国際社会が協
力して対応していくことが求められています。中国を孤
立させるべきではありません。現在中国が持っている情
報と経験を、世界各国が共有する必要があります。今、
中国や WHO の対応を批判することは、目の前のウイルス
との戦いに何の利益ももたらしません。また中国も、台
湾の WHO への参加を拒否するべきではありません。 
 これからやるべき大切なことをまとめますと、 
（1） 患者や感染者の発見・隔離 

そのためには簡易迅速検査法を早急に開発し
て、全世界に配布する。 

（2） 感染予防 
ワクチンの開発：現在、世界規模で開発を目指
している。 
マスク：ウイルスの飛散防止には有効。 
混雑したところでは、吸入予防にも役立つ？ 

（3） 治療薬 
不詳 エイズ治療薬やエボラ出血熱治療薬？ 
新薬開発 

 
 
 

今後、アジアやアフリカなどの医療体制の脆弱な国々
にこのウイルスが広がっていくと、より大きな被害が起
こる可能性もあります。これらの国々をどう支援するの
かという視点も必要になります。 
 東京オリンピック・パラリンピックへの影響を心配す
る前に、このグローバルな危機に際し、日本がどんな役
割を果たせるのかを考え、世界のリーダーとしての役割
を果たすことが、求められているのではないでしょうか。 
 
 
 

◎2019-2020 年度 IM 第 2 組ロータリーデーPR 
 

国際ロータリー第 2660地区 IM第 2組ロータリーデー 
実行委員 中井 哲男様 

             実行委員 西島 英信様 
 

・国際ロータリー第 2660 地区 IM 第 2 組ロータリーデ
ーの PR に参りました。例会の貴重なお時間を頂戴し
誠にありがとうございます。本日皆様にチラシをお配
りさせて頂いております。今年度の講演は「より豊か
な人生を送るには」～青少年の未来を考える～をテー
マに、各種メディアでご活躍の白駒妃登美氏をお招き
して、我々はもとより、次世代を担う若者達が豊かな
未来を迎えるためにはどうすればよいかを考える機会
をご提供できればと思っております。四宮ガバナーた
っての希望で、多くの若者達に参加していただけるよ
う、分かりやすい内容で開催すべく準備をしてまいり
ました。会員の皆様、ご家族、ご友人等お知り合いの
方はもとより、市内の学生やロータリーファミリーの
皆様にも積極的にご参加頂き沢山の若者に当日来てい
ただけたらと思っておりますので、PR のご協力を賜
りたく心よりお願い申し上げます。大阪府教育委員会
並びに各地区の教育委員会の後援をいただいておりま
す。メンバー以外のお申し込みは、チラシに記載の QR

コードを活用いただき、事前のお申し込みをお願い致
します。当日は本事業終了後同じ会場にてフレッシュ
ロータリアン親睦会も開催されますので、こちらも沢
山の会員様のご参加を宜しくお願い申し上げます。 

【日 時】2020 年 3 月 28 日(土) 

     14：00～オープニングセレモニー・開会式 

     14：50～休憩 

     15：00～講演 

     16：40～閉会式 

     17：00 閉会 

【会 場】千里阪急ホテル 

【主 催】国際ロータリー第 2660 地区 

【ホスト】摂津 RC 

 
 

◎幹事報告 

・高槻現代劇場より、高槻現代劇場にて開催されるイベ
ントのチラシが届いております。後方テーブルに置い
ておりますので、ご自由にお持ち帰り下さい。 

 
 
◎委員会報告 

〇クラブ研修委員会          河合 一人 
・第 3 回情報集会を開催致します。内容等につきまして
は、新入会員の皆様が疎外感を感じない為のサポート
と炉辺会議を予定しております。回覧を回しますので、
多数の皆様のご参加をお待ち申し上げております。 

【日 時】2020 年 3 月 18 日(水)18：00～ 

【場 所】桃谷樓（高槻阪急 6 階） 

【会 費】5,000 円 

   

 



  ◎卓話  
「 ボジョレー・ヌーボー 」 

坂野 信一 

 

◎卓話  
「 予測する事 」 

河合 一人 
 

「天気俚諺」というものをご存知でしょうか？気象に
まつわる経験上の言い伝えを「天気俚諺」と呼ぶそうで
す。 
近年、台風や豪雨災害等でも顕著な様に、気象の変化

と言うものは、我々の生活に大きな支障をきたします。
その為、それらに関する経験上の言い伝えは、東洋や西
洋でも紀元前から知られていました。 
但し、書物として確認されている世界最古の「天気俚

諺」は、紀元前 300 年頃、ギリシャの哲学者・テオフラ
ストスが残したもので、気象予測に関する 200 余りの知
恵が纏められています。一例を挙げれば「夕焼けは晴れ、
朝焼けは雨になる」、「月に傘がかかると雨」、「北東風は
天気が悪い」、「絹雲は雨の兆し」等、今日知られたもの
もそこには大方記載されています。 
同書誕生から 2000 年以上の時を経た現在、天気予報

は彼らが想像もしなかった様な進化を遂げています。 
ちなみに、朝の天気予報の当たる確率はどれ位なので

しょうか？気象庁の調べでは、降水の有無の的中率では
全国平均で 85%。一番当たるのが 5 月、外れるのは 8 月
です。 
実は、天気予報自体が私達にとっては「最も身近な予

測」と言えるのですが、実際には多くの業種でその恩恵
を受けています。例えば、航空や船舶、鉄道の運航管理。
アパレル・衣料関係では商品開発。コンビニエンス・ス
トアでの季節限定メニューの販売開始時期。目新しいと
ころでは、野外スポーツ競技での試合戦略アシスト等。
そして、何も天気予報に限らずこの「予測の技術や活用
方法」と言ったものは、今後、あらゆる分野で更に進化
して行くものと考えられます。 
一方で、紀元前 91 年頃、中国の司馬遷によって記さ

れた「史記」と言う書物があります。その中には、「先
んずれば人を制する」と言う言葉が出て来ます。今日で
も「誰よりも先に行動する者が、より有利な立場に立つ
事が出来る」そんな意味で使われています。 
ビジネスにせよ、投資にせよ、或いはスポーツ競技に

せよ、誰でも簡単により豊富な情報にアクセス出来る様
になった現在。「物事を制する」には、時代の流れを掴
み取り、誰よりも速く「予測」をし、そして「先回り」
をする事が何よりも大切。これが紀元前から変らぬ‘上
手く行く為の定石’なのかも知れません。 
ところで予測とは、対象となる事象の将来起こり得る

事態について、データ分析等により、事前の推測を行う
事です。そして予測は、一般に、期間の長短によって、
長期予測と短期予測、予測値の指定の仕方によって点予
測と地域予測、条件の有無によって、単純予測と条件予
測に区分されます。 
将来を的確に見通す事が出来れば、我々は常に適切な

行動を取る事が出来ます。特に企業や組織の行動に於い
ては、その目的達成や持続的発展に向け、先んずれば人
を制する事が求められます。予測は、このような適切な
行動をとる為の方針・計画の前提となるものです。 
そして、何もビジネスや組織行動に限らず、趣味やス

ポーツの領域で応用するのも面白いのだと思います。例
えば、今年 7 月下旬から 2020 東京オリンピックが開幕
します。特に自分の好きな競技や種目等で、対象の観測
データから要因間の関係や内在するパターンを見つけ
出し、どのような結果が生じるか、また何が起きるか等
を事前に推測しながら観戦する。これは、よりスポーツ
を楽しむ方法と言えるのかも知れません。 

 

『ボジョレーヌーボー』

ボジョレーヌーボーとは…

味わい・特徴

解禁日

ガメイ品種

日本の消費量

キャッチコピー

ワインの当たり年とは

パリ

●

リヨン
●

★

 

・ボジョレーヌーボーとは 
  ボジョレーとは、フランスで（ワインの王と呼ば

れる）ブルゴーニュ地方の南にある生産地区の名
前。ヌーボーとは新酒の意味。ボジョレー地区に
おいて、その年の秋に収穫したぶどうを使いいち
早く造りあげた新酒のワイン。 

 
・解禁日 
  世界で１１月第３木曜日と決められている。 
  時差の関係で日本が現地フランスより早く飲むこ

とができる。 
 
・日本の消費量 
  生産量の半分が輸出され、その輸出の半分が日本

へ。（次いでアメリカ、カナダ） 
   
・キャッチコピー ← 流通業者が販売促進のために

つけている。 
  2003 年の「100 年に一度の出来」とのフレーズで

ブームに。 
  他、50 年に一度、21 世紀最高の出来... 
 
・ガメイ品種 
  使われているぶどう品種は「ガメイ」。酸味が高く、

渋み少ない。 
  ボジョレーヌーボーは、フランスのワインの法律

でガメイを使った赤とロゼと決められている。 
 
・味わい・特徴 
  非常にフレッシュでフルーティー。渋みはほとん

どない。 
  赤ワインの中で一番飲みやすいワイン。ライトボ

ディ。 
 
・ワインの当たり年とは 
  特にフランスのボルドー地方、ブルゴーニュ地方

について言われることが多い。天候に恵まれ良い
ぶどうが収穫できた年で、結果総じて美味しいワ
インが出来上がる。 

  最近のブルゴーニュ地方では、2005 年、2009 年、
2015 年が当てはまる。ボジョレー地区はブルゴー
ニュ地方にあるので、やはりボジョレーヌーボー
の出来の評判が良かった年と重なる。 

 



 

 

◎ニコニコ箱報告 
・結婚記念内祝   並木君（いつも楽しい時間をありが

とうございます。） 

           西田君（ありがとうご座居ました。） 

・入会記念内祝   西田君（ありがとうご座居ました。） 
・創業記念内祝   川畑君、山口君 
・卓話ご静聴ありがとうございました。    坂野君 
・ロータリーデーの PR 有難うございました。 井前君 
・つたない卓話をお聞き下さりありがとうございまし
た‼                   河合君 

・マルチプル・ポール・ハリス・フェロー頂きありが
とうございます。             西本君 

 

              本日の合計   ￥   45,000- 
    7/1 よりの累計   ￥1,495,000-  
 

◎R 財団への寄付 
河合 一人君 ￥10,000- 西田 直弘君 ￥10,000- 
西本恵美子君 ￥ 5,000- 山口  誠君 ￥ 5,000- 

 
本日の合計  ￥   30,000- 

         7/1 よりの累計  ￥1,146,460-     
        年次基金会員より   ￥  670,000- 
        年次基金ｸﾗﾌﾞより  ￥  33,460-

       ポリオプラス会員より  ￥  443,000- 
           一人当たり平均     ＄212.70 
 
◎米山奨学会への寄付 

坂野 信一君 ￥ 5,000- 川畑 孝彦君 ￥ 5,000- 
西田 直弘君 ￥10,000- 山口  誠君 ￥ 5,000- 

 
本日の合計  ￥   25,000- 

          7/1 よりの累計  ￥  582,500-      
                会員より  ￥  340,000-      
               ｸﾗﾌﾞより    ￥ 242,500-      
                  一人当たり平均   ￥  11,888-    
 
◎青少年育成基金への寄付 

井前 憲司君 ￥ 5,000- 山口  誠君 ￥ 5,000- 
 

本日の合計  ￥   10,000-      
7/1 よりの累計  ￥  225,000- 

 

 

 

 

 

 

◎2/12 卓上花 

スプレーカーネーション 

 ···· 集団美 

スターチス 

 ···· 永久不変 


