
36

ロータリーは世界をつなぐ

会長：大草　修
PRESIDENT INFORMATION

事務所：〒534-0026 大阪市都島区網嶋町9番１０号　太閤園内
電話：06-6357-8171 ファックス：06-6357-8011
例会日：毎週火曜日　12時30分／例会場：太閤園
会長：大草　修／幹事：源壽美子／SAA：須田幸史朗
電子メール；rcosatrm@cf.mbn.or.jp
ホームページ：http://rc-osaka-tsurumi.jp/

大阪鶴見ロータリークラブテーマ「Together」

（２ページへ続く）

我らの生業 ラブミーテンダー

〈第1676回〉 2020年6月30日（火） 本年度第40回 7月7日（火）

担当：発会員

ロータリー親睦活動月間

担当：山川会員

就任挨拶退任挨拶

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響により日常生活
が変化しソーシャルディスタンスをとって常にマスクを着用
して会話をするようになりますと、上手く話してる事が伝わ
り難くなる事が多々あります。
又、年齢が高くなりますと、口輪筋、舌筋等の筋力が低下
し、舌、口腔機能が衰えて上手く発音しづらくなります。
例えば、「出来ません」、と言う言葉は大阪弁では「でけ
へん」とよく言いますが母音は「ん」以外全て「え」の口に
なります。この様にあまり口唇、舌等を動かさなくても発音
はできますが、マスク越しに発音するとニュアンスが 
伝わり難くなります。後期高齢者医療歯科健康診査の１つ
に 舌、口唇機能評価、オーラルディアドコキネシスが
あります。
これは、「パ・パ・パ・・・・」「タ・タ・タ・・・・」「カ・カ・
カ・・・・」と発音し、１秒間の間に何回発音できたかを調べ
ます。１秒間に6回未満なら要注意です。
年齢と共に体力が衰えていきますが、当然、口腔機能も

パタカラ・パタカラ・・・・と何回も繰り返す。
１０～２０回、１セット、出来れば１日２～３回

◦パタカラ口腔体操

「あ・い・う・べ」としっかり口を開けて発音する。
１日３０回位（1回でしなくても、分けて行っても良
い）

◦あいうべ口腔体操

ౖᶋஉଢ଼கர୫ౖᶋஉଢ଼கர୫ 衰えてきます。口腔機能の衰えは、体の衰えにつながっ
ています。是非、滑舌の良い会話をして、良いコミュニ
ケーションを取りましょう。

ちなみに、前回の「うがい」の語源は「鵜飼」からき
ております。
With、コロナ、健康で！！　例会で元気な姿を見せ

て下さい。

今回のこの話は若い人にはあまり関係がないかも
しれませんが、鶴見ロータリークラブの平均年齢も高
くなってきておりますので、自分の事と思い、インフォ
メーションとしました。



￥5，０００.-　　　　累計　￥213，０００.-

秀 島 会 員 なにはともあれ国際交流！！

山 崎 会 員 皆様とお久しぶりにお会いできて嬉しい
です。くれぐれもご自愛下さいませ。

秀 島 会 員 たいへんお久しぶりです。みなさま、お元
気でなによりです。

￥11，０００.-　　　　累計　￥651，0００.-
    

6月16日【1675回】

会員数　 　 　 　 31名

（内出席規定免除 12名）

出席会員   19名中  14名

出席免除会員  12名中  5名

出 席 率 19/24  79.16%

ビジター　　　　 2名

ゲスト　　　　　 0名

出席総数　　　　 21名

前々回  2/18  Ｍ/Ｕ 6名

修正出席率 26/29 89.66%

幹事報告 幹事：源 壽美子

親愛なる大阪鶴見ロータリークラブの皆様へ。

このたび長年親しんできた大阪鶴見ロータリークラ
ブを退会する決心をしました。
今回のウイルスの非常時に、たまたま私の故郷の長
浜の実家の耐震工事があり、ずっと長浜で暮らしてい
ました。先祖代々の家ですので、これを機会に住まいの
本拠を大阪より長浜に移すことにしました。
そのためロータリーの例会のために長浜より大阪に
出てくることが難しくなり、また気持ちのうえでもロータ
リー活動をこれからも続けていく気力を失いつつあり
ます。
どうやら３７年近くにわたり携わってきたロータリー
をそろそろ卒業する時期にきたようです。
「死ぬまでロータリー」という選択肢もあるでしょうが、
これから先私自身がロータリーに貢献する機会はます
ます少なくなってくるような気がしてきたので思い切っ
て退会する決断をしました。
結果的に次年度のクラブの役職を放棄する事になり、

ご迷惑をかけ申しわけありません。
本来ならば皆様の前で直接ご挨拶するのが筋であ

るのでしょうが、そうなると退会の決心が揺るぎそうに
なるので、わがままながらこのまま消え去っていくこと
をお許しください。
皆様のこれまでのご厚情に感謝するとともに大阪鶴
見ロータリークラブが益々発展することをかげながら
お祈りいたします。

令和２年　６月吉日　佐藤　俊一

6月19日（金）ＰＭ１：００よりサツマイモスクールの
除草作業に参加頂いた皆さんに感謝いたします。本年
度最後の社会奉仕活動に発会員ご夫妻、木村会員に
お手伝いを頂きました。時折小雨という悪天候の中
ロータリーの2畝を除草いたしました。きっと10月18
日（日）には美味しいサツマイモが収穫できると思いま
す。乞うご期待。
1年間社会奉仕委員会にご協力賜り有難うございまし
た。

6月19日（金）ＰＭ１：００よりサツマイモスクールの
除草作業に参加頂いた皆さんに感謝いたします。本年
度最後の社会奉仕活動に発会員ご夫妻、木村会員に
お手伝いを頂きました。時折小雨という悪天候の中
ロータリーの2畝を除草いたしました。きっと10月18
日（日）には美味しいサツマイモが収穫できると思いま
す。乞うご期待。
1年間社会奉仕委員会にご協力賜り有難うございまし
た。

委員長：中村 浩一社会奉仕委員会報告

退会の御挨拶
佐藤　俊一

＊バーチャル国際大会のご案内
＊佐藤会員退会のご報告



各 ク ラ ブ 拠 金 1,860 万円

地区財団補助金 50 万円

地区災害支援積立金

計

35 万円

1,945 万円

前略 平素はロータリー活動にご尽力を賜り厚く御
礼申し上げます。
新型コロナウイルス感染拡大と闘い、医療・福祉・教
育の最前線で活動する方々に必要な機材、物資を寄
贈するため、地区共同プロジェクト「友愛」を立ち上げ
地区内各クラブにご協力をお願いしましたところ、ご
賛同を頂き多額の拠金を頂戴すると共に、多岐にわ
たりご支援を賜り誠に有難うございました。
この度、調達品の寄贈がほぼ終了しプロジェクトが
成功裏に完了致しましたので下記の通りご報告申し
上げます。

今回の共同プロジェクト「友愛」は、地区内80ク
ラブが拠出された地区資金から創設した災害支援積
立金も調達資金の一部として使わせて頂き、正に
2660地区の総力を挙げて実施したものです。
医療用テントの調達については、IM第5組全クラ

ブ参加の共同プロジェクトとしていち早く動いて頂き
ました。
防護服については、大阪、大阪南、大阪北、大阪
東4クラブの共同プロジェクトとして、台湾のRCのご
協力を得て調達することが出来ました。
また、マスクは、IM 第4組と地区社会奉仕委員会が、
一番必要とされるところになるべく早く届けるとの思
いを込め、それぞれのネットワークを活用し寄贈先を
選定して頂きました。
更に、フェイスシールドについては、市場での調達
が困難な中、会員のご厚意により日産7500セットの
量産体制で 6万セットを独自に製造し、IM 第 1, 
2,3,6組各組の個別プロジェクトとして実施して頂きま
した。
皆様がそれぞれの強みを生かし、役割分担を見事

に果たして頂いた成果が出たものと感謝致しておりま
す。この他、独自で素晴らしい活動をして頂いたクラ 
ブも数多くございます。
プロジェクト「友愛」は新型コロナウイルスと闘い、
社 会を支える方々を支援したいという、当地区全て
のロータリアンの皆様の思いの象徴だと思っておりま
す。今後、私達はウイルスと共生するという新しい形
の日常生活や経済活動を通して新たな社会作りに取り
組まなければなりません。 
今後も皆様が新たな社会のニーズに応える奉仕活
動を続けられることを切にお願いするものであります。

プロジェクト詳細の最終報告は月信最終号に掲載さ
せて頂きます。
再度、皆様のご支援、ご尽力に御礼を申し上げる

と共に、皆様の益々のご発展を祈念申し上げます。

草々

2020年6月24日
国際ロータリー第2660 地区

2019-20年度ガバナー 四宮 孝郎

担当：水野会員

2019-20 年度ガバナー 四宮 孝郎

地区共同プロジェクト
「友愛」完了のご報告

1 寄贈品内訳

2 調達資金の内訳

医療用テント
IM第 5組共
同プ ロジェク
トとして実施

寄贈品目 寄贈数量 寄贈先 概算費用 備考

4 基 495万円大阪府

防護服

大阪、大阪
南、大阪北、
大阪東 4RC 
共同プロジェ 
クトとして実
施

3,000
着

490万円大阪
赤十字 病院

マスク
 (使い捨て/ マ
スクカバー)

IM 第 4組、
地区 社会奉
仕委員会共 
同プロジェク
トと して実施

37,500
枚 320万円

民間保育園
養護・介護
施設

フェイス
シールド

計

独自に製造
し、IM第
1,2,3,6 組の
各 組個別プ
ロジェク トと
して実施

大阪府第二
種感染症指
定8 病院を 
含む14病院

60,000
セット 640万円

1,945万円




