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No.33  2021 年 3 月 31 日 発行 

ホルガー・クナーク RI 会長 

 

 

 

ロータリーは機会の扉を開く 

 

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 

    URL  http://www.takatsukirc.org/ 

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

例会日 毎週水曜日 12:30～13:30（3/31 は 12:30～13:15） 

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 井前憲司 幹事 内本繁 クラブ運営委員長 長山正剛 会報担当副委員長 坂野信一 

 

 

WEEKLY BULLETIN 

２０20～２０２1 

  

高槻ロータリークラブ 

 

3月は水と衛生月間 

 

 

◎3/24 出席報告 

会員数 出席者数 出席率 

50 名 41 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 2 名 

 

 

 

 

 

  
 

◎  ソング・・・我等の生業 
◎ 卓話  坂野 信一君 

「 なんでフランスワインのラベルは 
こんなにもわかりにくいのか 」 

卓話  並木 寛治君 

「 女性活躍推進について 」 

◎ 例会後の行事 

   第１回入会金に関する特別委員会（於：桃谷樓） 
   第 1 回準備委員会（於：例会場） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3234 回 本日（3/31）の例会 

 

   
 
◎ 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 
◎ 卓話  江澤 由君 

「 命の授業 」 
◎ 例会後の行事 

4 月度定例理事会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3235 回 次週（4/7）の例会 

◎会長の時間 

 

今日はコロナの話に戻ります。最近変異ウイルスに
ついてよく英国型とか南アフリカ型とかが感染率が
高いとか重症化しやすいとか言われています。昨年３
月に緊急事態宣言が出されてからほぼ一年が経とう
としています。この間私たちはどう変わったのだろう
か。と言ってもどこかにいるだろうコロナウイルスを
最大限（？）気にして、マスクから目だけ出して暮ら
している「新業態」と言われるいささか変な状態にな
っています。また病院関係者の方々は、感染しない・
させないと絶えず緊張を強いられる日常を送ってお
られます。この緊張した状況のなかでほっとするニュ
ースは、沈静化させる武器としてのワクチンがようや
く始まるというニュースでしょうか。確保している数
量はアメリカに比べ幼児以下ですが、とにかく始まる
ようです。このワクチンですが以前は完成まで十年く
らい要していましたが、今では一年で作れるようで
す。これは分子生物学の勝利といえます。ひとつはビ
オンテックという会社の社長でトルコの化学者夫妻
が完成させたもので、コロナのトゲトゲのスパイク蛋
白質と同じ構造がｍRNA にあるのでその構造を作りま
す。このままでは失効してしまうので脂質の殻で覆
い、そのワクチンを量産するということです。これが
人体に入ると免疫反応が起こり樹状細胞・ヘルパーT
細胞・B 細胞（液性免疫）・キラーT 細胞（細胞性免疫）
などを呼び起こします。ワクチンにあるスパイクの
RNA 

先週（3/24）の例会から 

◎3/24 ゲスト              計 2 名 
 

高槻中学高等学校インターアクトクラブ 
顧問  田中 敏博様 
会長  古金 優樹様 

 

◎大阪府のコロナ自粛期間再延長に伴い 4/21(水)の例会
まで時短例会（食事なし・12：30～13：15）を継続致
します。4/7(水)は山水館での移動例会を予定しており
ましたが中止とし高槻阪急で例会を行います。 

mailto:takatsuki.rc@bird.ocn.ne.jp
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RNA に体の免疫が発動して速やかに抗体を作ってくれ、
本当のコロナウイルスが入ってきたときにただちに攻
撃してくれる訳です。これを液性免疫といいます。ま
た、キラーT 細胞が直接ウイルスを攻撃することも出来
るようになります。細胞性免疫といいます。ちなみに
コロナのスパイクは体の細胞膜の ACE2と言う蛋白質に
結合して細胞内に進入するわけですが、これは呼吸器
官や腸に多く存在し、また高齢化すると増えていくも
のです。コロナが呼吸器（もちろんインフルと同じ系
統ですのであたりまえですが）の症状をもたらしたり、
高齢者にダメージを与えやすいと言われています。し
かしビオンテックの開発者（夫婦）はわずか一年でこ
のワクチンを開発し、今のところ資産６０００億円を
手に入れています。彼らは、コロナが３年早くはやっ
ていたら出来なかったし、遅かったら世界に供給する
ことが出来なかった、と言っています。成功の鍵には、
中国がウイルスの遺伝子情報をいち早く公開したこと
でターゲットを明確化出来たこと、幸か不幸か患者数
が多く治験数の確保に困らなかったこと、ｍRNA を使う
ので培養するための時間が短くてすむこと、最新の遺
伝子技術がすぐに役たった、ことなどがワクチンの開
発に寄与したとのことです。また山中教授の iPS 細胞
の発表によっていろんな論文が読まれ、その結果が埋
もれていた彼らの論文が幸運にも見いだされて日の目
を見ることができたようです。変異株に対しても６週
間で対応品が製造できるとのことで力強い限りです。
一方彼らの技術を見いだして、投資し、かつ短時間に
生産工場を建設し、医療品として治験試験を実施し、
認証を取って世界に向けて増産体制を整えたファイザ
ー社の経営判断は素晴らしいものがあります。このダ
イナミックさが日本には全く感じられないのが残念で
す。こうしたワクチンが普及して、今の閉塞感のある
景色が徐々に変わっていくことを期待して会長の時間
といたします。 
 

 

◎幹事報告 

・本日はございません。 

 

 

◎西田会員より 

・3 年半の想いを込めて作った念願のどぶろくを 3 月
21 日に瓶詰め致しました。仕込みから瓶詰めに至る
まで、当クラブの橋本会員をはじめ橋本会員の会社
の方々に御指導頂きながらやっとの思いで出来まし
た。テーブルに置かせて頂いておりますので、お帰
りになられましたらすぐに冷蔵庫に入れて頂いて、
飲みきれなかった場合でも冷蔵庫で保管して下さ
い。瓶の中でガスが発酵しておりますので、いっぺ
んに空けると 2 メートル位飛んでしまいます。“どぶ
ろくの飲み方”をご参考頂き、ゆっくりと栓を開け
てください。ラベルの文字は、高槻 RC の前任の事務
局の濱田さんにご無理をお願いして書いて頂きまし
た。瓶の裏の部分に記載がございますが高槻樫田地
区に“高槻酒文化研究所”をつくり、高槻市樫田産
ヒノヒカリを 100％使って作ったお酒でございます。
ぜひ飲んで頂いて、悪かった点良かった点などを含
めご意見をお聞かせいただきましたら、その皆様の
言葉を肝に銘じて 2 回目の製作に取り組んでいきた
いと思います。どうか温かいお言葉を賜りますよう
お願い申し上げます。持ち帰り用の袋をご用意をし
ておりますので、お帰りの際はクッション材と保冷
剤を入れてお持ち帰り下さい。本日は貴重な時間を
ありがとうございました。 

◎委員会報告 

〇社会奉仕委員会           石田 佳弘 
・いのちキラキラ食栽活動の冊子が届いております。
皆様に配布しておりますので、ご覧ください。 

 
・高槻 RC と高槻市薬剤師会の共催で、3/20(土)阪急高
槻市駅前広場にて献血活動を行いました。心配して
おりました雨天も何とか切り抜けられ、温かい温和
な日和で無事に終える事が出来ました。受付 77 名、
採血数 66名と言う非常に多くの方に献血をして頂く
事ができました。ご協力頂き誠にありがとうござい
ました。 

 

 

 

 

 

〇青少年奉仕委員会          長井 正樹 
・２月中旬に地区から地区内のインターアクトクラブ
へコロナ禍でZOOM会議等に対応可能なウェブ機材
一式が贈呈され、3/17(水)高槻中学高等学校にて贈呈
式を執り行いました。贈呈式には、校長先生をはじ
め田中先生、インターアクトクラブの生徒の皆さん
にご参加頂き、当クラブからは井前会長、内本幹事、
浜田会員と私が参加致しました。最新の設備が揃っ
ていらっしゃる高槻中学高等学校ではございます
が、最新の ZOOM の機材が贈呈されたことを大変喜
んで頂き、よりクラブ活動に邁進できるとおっしゃ
っていただきました。 
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〇クラブ運営委員会          坂野 信一 

・地区の公共イメージ向上委員会よりマイロータリー
の未登録者の方がたへ登録推進のご連絡がきており
ます。マイロータリーというのは 国際ロータリー
クラブのホームページから登録済みの会員のみがア
クセスできるコンテンツです。世界のロータリーの
情報やロータリアンの交流ができる充実したものと
なっております。直近２月でのマイロータリー登録
率ですが、2660 地区で 67.7％、IM2 組で 73.7％、わ
が高槻ロータリークラブは 74％となっております。
ちなみに高槻西ロータリークラブが 77.8％、高槻東
ロータリーにおいては 100％となっております。マイ
ロータリー未登録者の会員の方へは本日事務局よ
り、登録方法の説明用紙がポケットへ配布されてお
ります。今回通達の来てます公共イメージ向上委員
会へは伊藤会員が地区への出向委員となっておりま
すし、本来ならばこの１月には外部卓話で地区の樋
口委員長にもお越し頂く予定にもなっておりまし
た。残念ながらコロナによる休会となり実現できま
せんでしたが、是非高槻ロータリークラブとしての
姿勢を表す意味としましてもまずは登録して頂けた
らと思います。また、登録済みの会員の方におかれ
ましても、アクセスして頂ければ、たくさんの情報
が詰まっておりますのできっと今後の活動などにお
役に立つことと思います。よろしくお願致します。 

 
 

◎高槻中学高等学校インターアクトクラブ活動報告 

 

高槻中学高等学校インターアクトクラブ 

会長  古金 優樹様 
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◎高槻中学高等学校インターアクトクラブ活動報告 

 

高槻中学高等学校インターアクトクラブ 

顧問  田中 敏博様 
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 ◎ニコニコ箱報告 
・誕生記念内祝   飯田君（本日 61 才になりました。） 
・結婚記念内祝   入谷君 
・入会記念内祝   入谷君 

・皆出席内祝    内本君（1 月の例会休会中に皆出席 

表彰をいただいていたのを 

思い出しました。遅くなっ 

て申し訳ございません。） 
・高槻中学高等学校インターアクト田中先生、古金君、
本日はありがとうございました。     浜田厚君 

・Inter Act Club 高槻中学高等学校の田中先生、古金
さんようこそ御来場下さいました。岩﨑さん、大角
さん又次の職場での御活躍期待してます。 井前君 

・2 年間大変お世話になりました。高槻ロータリークラ
ブの益々のご発展を祈念しております。西田さん、
どぶろくありがとうございました。    岩﨑君 

・田中先生、古金君ありがとう！高校 1 年生とは思え
ない発表、パワーポイント、すばらしいです‼  

長井君 
・どぶろくありがとうございます。注意して開けます。

大木君 
 

              本日の合計   ￥  50,000-  
    7/1 よりの累計   ￥1,394,000-  
 

◎R 財団への寄付 
入谷 治夫君 ￥ 5,000-  
河合 一人君 ￥10,000-（財団表彰を頂いて‼） 
西本恵美子君 ￥10,000-（R 財団表彰ありがとうござい

ます。） 

大木 城司君 ￥ 5,000- 内本  繁君 ￥ 5,000-  

 
本日の合計  ￥   35,000- 

          7/1 よりの累計   ￥1,202,000-     
        年次基金会員より   ￥  900,000- 
         ポリオプラス会員より  ￥  302,000- 
           一人当たり平均   ＄   226.79 
 
◎米山奨学会への寄付 

入谷 治夫君 ￥ 5,000-  
石田 佳弘君 ￥ 5,000-（献血活動御協力ありがとうご

ざいました。田中先生及 IAC

の皆様ありがとうございまし

た。） 

 
本日の合計  ￥   10,000- 

          7/1 よりの累計  ￥  512,500-      
                会員より  ￥  265,000-      
               ｸﾗﾌﾞより    ￥ 247,500-      
                  一人当たり平均   ￥  10,250-     
 
◎青少年育成基金への寄付  
浜田 厚男君 ￥ 5,000- 井前 憲司君 ￥ 5,000-  
石田 佳弘君 ￥ 5,000- 

 
本日の合計  ￥   15,000-      

7/1 よりの累計  ￥ 270,000- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◎3/24 卓上花 
 
スプレーカーネーション ·· 熱愛 
 
カスミソウ ·············· 幸福 
 
 

 

 

 

 

 


