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新 型 コロナウイルス 感 染 症 拡 大 防 止 のための
当 大 阪 R C 例 会 開 催（ 休 会 ）に つ い て
■ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のための，大阪府による不要不急の外出自粛要請を
受けて，12月 4 日（金）,11日（金）,18日（金）,25日（金）
例会を臨時休会といたしました。
◆ 1 2月 3 日（木）
，大阪府から12月 4 日から15日までの自粛要請が出されたため，4 日（金）
例会前開催の12月度定例理事会において，
4日
（金）
，
11日
（金）
の休会を急遽決定，4 日
（金）
例会にお越しになられた会員の皆様にはお弁当をお持ち帰りいただきました。
◆ 1 2月11日（金）は，例会席上でクラブ「年次総会＆例会決議」を開催の予定でしたが，書
面による開催に変更し，期限の12月15日（火）までに異議申し立てがなかったため，12
月21日（月）
付文書にて全会員に案件が承認された旨ご報告いたしました。
◆ 1 2月15日（火），大阪府からの自粛要請期間が12月29日まで延長されたことを受けて，
年内の例会をすべて休会とすることを決定し，文書で全会員にお知らせしました。
◆ 2 021年 1 月 1 日（金）は，祝日による休会。
1 月 8 日（金）
新年初例会は，＜オンライン・ハイブリッド例会＞を開催の予定です。
例年の「ニュー イヤー コンサート」及び「家族デイ」は取り止め，
「叙勲会員お祝い」
「長
寿会員お祝い」などを予定しています。
■ いずれも，書面による通知と共に大阪ロータリークラブ「ホームページ」トップ画面にて，
お知らせしています。今後も随時ご連絡いたしますので，双方でご確認ください。
堀 正二会長メッセージ：
感染しないこと・させないことが
医療ひっ迫を防ぎます。
これも小さな社会奉仕活動です。
2021年1月5日発行

1月8日（金）
（第4,773回例会）
の卓話予定
新年初例会

「 叙 勲 会 員お祝い 」

次回1月15日（金）の卓話予定

職業奉仕月間記念例会
職業奉仕委員長

〈変更の可能性があります〉
最新の情報は別紙お知らせや
クラブホームページをご参照ください

塩

野

秀

作

君

「ロータリーの職業奉仕の歴史と

変遷および用語について」
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会長の話⑪－堀 正二会長
「インフルエンザとはどんな感染症か」
前回お話ししたインフルエンザの歴史（会報
3195号掲載）に続き，今回は，インフルエン
ザとはどんな感染症かについてお話しします。
インフルエンザは，インフルエンザウイルス
による急性呼吸器感染症で，
通常，
上気道炎・
呼吸器症状を呈しますが，まれに脳炎を発症
することがあります。流行性感冒，略して「流
感」と呼ばれていた感染症です。日本などの
温帯地方では冬に毎年のように流行するので，
季節性インフルエンザと呼ばれています。
この季節性インフルエンザはすべての年齢
層に対して感染し世界中で繰り返し流行して
います。通常，11月下旬から12月上旬に最
初の発生があり，12月下旬に小ピークを作り，
学校が冬休みの間は小康状態で翌年の 1 ～ 3
月ごろに増加してピークを迎え，4 ～ 5 月に
は収まるパターンですが，夏にも流行するこ
とがあります。
病原となるインフルエンザウイルスには，
A型，B型，C型，D型の 4 種類があり，季節
性インフルエンザはA型かB型がその原因と
なります。A型は平均湿度が50％以下になる
と流行しやすくなるといわれていますので空
気が乾燥する冬に多くなるのです。では通常
の風邪（普通感冒）とはどのように違うので
しょうか？
普通の風邪の病原は約50％がライノウイル
スによるもので，20～30％がコロナウイルス
によるとされています。ライノウイルスは，
流行の季節性はあまりなく，春と秋が多いと
されています。ライノウイルスは100種類ぐ
らいあり，現在ワクチンが開発中です。マウ
スとサルでライノウイルスの抗体ができたと
いう報告がありますが，まだ実用化はされて
いません。治療に関しても，普通感冒すなわ
ち風邪のウイルスに対する特効薬はなく，鼻
水や咳と抑える対症療法のみですが，風邪だ
けで死亡することはないため，研究もあまり
進んでいないのが現状です。
一方，季節性インフルエンザはもちろん，
インフルエンザウイルスが原因ですが，A型か
B型がほとんどで，病原体が異なるとその発
症病態も違います。英語では普通の風邪のこ
とはcoldと言い，インフルエンザのことはflu

と言いますが，両者の症状の主な違いは，普
通の風邪は発熱があまりなく，
鼻水，
くしゃみ，
喉の痛みが多く発現しますが，インフルエン
ザは発熱，頭痛，筋肉痛が多く，疲労や脱力
感が 2 ～ 3 週間続きます。鼻水やくしゃみは
あまり出ません。
普通の風邪がwetなのに対して，インフル
エンザはdryで重症です。A型インフルエン
ザは，とりわけ感染力が強く，症状も重篤に
なる傾向があります。潜伏期間は 1 ～ 2 日が
最も多く，最大 7 日程度と言われています。
しかし，インフルエンザは上気道感染に限局
されることがほとんどで，インフルエンザウイ
ルスによる肺炎はほとんどありません。
したがって，インフルエンザ感染のみでは
重篤な状態にはならないのですが，高齢者や
体力が弱っているとインフルエンザウイルス
以外の肺炎球菌など，2 次性の肺炎を合併し
て重篤化する場合があります。死亡に至るの
はこのような 2 次性の細菌感染によることが
多いのです。全世界では，毎年300万人から
500万人が重症化し，30万人から50万人の
死者を出しています。先進国で死亡が多いの
は高齢者が多いからです。
感染経路は，咳やくしゃみなどの「飛沫感
染」がほとんどで，接触感染はほとんどないと
考えられています。勿論，感染者の飛沫や唾
液のついたものを触った手で口や鼻に触ると
接触感染しますが，インフルエンザウイルスは
空気中では長時間生存できず，皮膚について
も，皮膚上に存在するRNaseですぐに分解さ
れてしまいますので，接触感染の比率は小さ
いと考えられます。
因みに，うがいをすると喉のコロナウイルス
量が減るという報道がバッシングを受けてい
ましたが，インフルエンザウイルスは，喉の粘
膜に付着しますと20分以内に粘膜細胞に取
り込まれてしまいますので，余程，頻回にうが
いをしないとその効果は期待できないため，
ウイルス学者は批判的なのです。しかし，ウ
イルスの種類によってその特性は異なります
ので，科学的データに基づいて解釈しなけれ
ばいけません。コロナウイルスはインフルエン
ザウイルスより生存期間が長く，最大，3 日ぐ
らい生き延びているようです。

（2020年11月13日（金）
例会）
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クラブ年次総会・例会決議
12月11日（金）例会席上で総会を開催予定
のところ，臨時休会となったため下記案件に
つき12月15日（火）を返信締切りとし，書面
にて全会員（会員総数263名）にお諮りしまし
た。その結果，いずれの案件も反対意見なく
「承認」を得ました。
◆年次総会・「₂₀₂₁～₂₂年度理事選挙」の件
下記理事候補 9 名（敬称略）につき承認。
鳥井 信吾 上山 直英 藤田 晴哉
衣斐 茂樹 錢高 丈善 平澤 範雄
田野瀬太樹 䕃山 秀一 岩波 清久
理事 9 名による書面会合により，
次々年度会長 上山 直英君
次年度副会長 藤田 晴哉君
を互選，同時に次年度役員を下記の通り選出。
幹 事 嘉納治郎右衞門君
会 計 松岡 一郎君
S.A.A. 山本 一樹君
尚，次年度会長には，前年度のクラブ年次総
会に於いて，鳥井 信吾君が決定しています。
◆例会決議・「クラブ創立₁₀₀周年記念事業
特別協力金」の件
2022年11月のクラブ創立100周年に向けて，
本年度
（2020～21）
，次年度
（2021～22）
，次々
年度（2022～23）の 3 年間にわたり毎年会員
一人当たり10,000円の協力金お願いを承認。
今年度に限り「下半期クラブ会費」ととともに
ご請求。今後は上半期にご請求の予定。
※尚，2020年 7 月発行の新クラブ細則には，年次総
会において前年度財務報告を行うとされていますが，
当クラブは 9 月14日発行の「2019～20年度クラブ活
動年次報告」
巻末掲載の会計収支報告をもってかえさ
せていただきます。お目通しください。

ロータリー財団11月度特別寄付
（1ドル＝104円）
ベネファクター 1名
山道 裕己君 1,000ドル
年次寄付
115名（新入会員を含む）
文箭 安雄君 300ドル（累計4,065.11ドル）
土井 洋三君 300ドル（累計4,597.94ドル）
道上 洋三君 100ドル（累計
400ドル）
江藤 克二君 200ドル（累計 1,120ドル）
藤井 達郎君 300ドル（累計
600ドル）
藤田 晴哉君 200ドル（累計 1,000ドル）
福島
裕君 300ドル（累計
900ドル）

福山 漢成君 200ドル（累計
700ドル）
古川
実君 300ドル（累計 2,205ドル）
早川
徹君 100ドル（累計3,491.01ドル）
林
紀夫君 200ドル（累計2,364.44ドル）
早嶋
茂君 500ドル（累計7,528.25ドル）
羽間 平安君 100ドル（累計12,720.69ドル）
平岡 龍人君 100ドル（累計 3,468ドル）
平澤 範雄君 100ドル（累計2,602.61ドル）
弘中
聡君 300ドル（累計 1,100ドル）
廣瀬 太一君 200ドル（累計 899.09ドル）
廣田 康人君 100ドル（累計
800ドル）
堀
正二君 300ドル（累計 2,325ドル）
堀
晋一君 160ドル（累計
500ドル）
細川 悦男君 500ドル（累計4,151.46ドル）
井戸
剛君 200ドル（累計1,575.05ドル）
井村
優君 300ドル（累計
600ドル）
稲畑勝太郎君 300ドル（累計5,131.57ドル）
井上 浩一君 200ドル（累計 1,500ドル）
石原 福造君 200ドル（累計4,388.24ドル）
石川
正君 200ドル（累計5,010.05ドル）
岩波 清久君 150ドル（累計3,900.69ドル）
加賀田健司君 300ドル（累計
900ドル）
䕃山 秀一君 100ドル（累計1,244.26ドル）
角元 敬治君 200ドル（累計1,148.54ドル）
金井 隆夫君 300ドル（累計 2,100ドル）
嘉納治郎右衞門君 150ドル（累計1,747.17ドル）
嘉納 秀一君 300ドル（累計5,188.51ドル）
笠谷 昌宏君 100ドル（累計
500ドル）
勝山 良彦君 200ドル（累計 1,100ドル）
木村 朋成君 200ドル（累計
800ドル）
絹川
治君 200ドル（累計 3,185ドル）
岸本 忠三君  2000ドル（累計18,561.67ドル）
小橋 鴻三君 200ドル（累計3,233.51ドル）
神足 泰弘君 300ドル（累計3,558.51ドル）
近藤 雅彦君  1000ドル（累計7,137.27ドル）
近藤 隆士君 200ドル（累計2,436.59ドル）
近藤
徹君 200ドル（累計2,238.51ドル）
近藤 康之君 200ドル（累計
700ドル）
小西 威史君 100ドル（累計
400ドル）
熊谷 克彦君 100ドル（累計
600ドル）
牧野 明次君 100ドル（累計
600ドル）
松田 憲二君 300ドル（累計11,283.51ドル）
松本
將君 200ドル（累計
500ドル）
松本 鐵一君 100ドル（累計2,305.96ドル）
松崎 公一君 200ドル（累計 1,520ドル）
松澤 佑次君 300ドル（累計5,255.33ドル）
三田 周作君 100ドル（累計
820ドル）
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宮本 又郎君 100ドル（累計1,571.01ドル）
水野 明人君 300ドル（累計 5,000ドル）
水野 武夫君 200ドル（累計1,323.25ドル）
森下 俊三君 300ドル（累計2,827.56ドル）
森下 雄司君 300ドル（累計
  300ドル）
中村 治彦君 500ドル（累計 1,400ドル）
難波 正人君 100ドル（累計2,265.75ドル）
夏住要一郎君 100ドル（累計 828.25ドル）
西村栄一郎君 100ドル（累計
800ドル）
野村 明雄君 200ドル（累計3,925.64ドル）
野村 茂樹君 200ドル（累計 1,000ドル）
荻野 浩平君 200ドル（累計 1,300ドル）
扇谷 廸宏君 300ドル（累計4,563.66ドル）
小口 新平君 300ドル（累計 1,800ドル）
小原 正敏君 300ドル（累計 1,425ドル）
岡本
修君 100ドル（累計3,215.19ドル）
岡村 元嗣君 100ドル（累計3,388.46ドル）
奥田
務君 100ドル（累計 2,150ドル）
大坪
清君 400ドル（累計7,538.46ドル）
尾崎
裕君 200ドル（累計 2,825ドル）
領木新一郎君 200ドル（累計5,925.96ドル）
佐伯 照道君 100ドル（累計2,627.23ドル）
榊
彰一君 200ドル（累計2,772.08ドル）
更家 悠介君 200ドル（累計3,652.61ドル）
笹川 貴生君 300ドル（累計 1,620ドル）
佐々木秀樹君 300ドル（累計 2,500ドル）
笹倉 敏彦君 300ドル（累計4,397.96ドル）
指田孝太郎君 100ドル（累計
400ドル）
佐藤 文三君 300ドル（累計3,804.17ドル）
薩摩 和男君 300ドル（累計2,720.08ドル）
清水 洋史君 200ドル（累計 1,400ドル）
塩野 秀作君  1,000ドル（累計11,561.05ドル）
杉野 利幸君  1,000ドル（累計 3,520ドル）
田所 伸浩君 200ドル（累計1,903.25ドル）
髙橋秀一郎君 100ドル（累計 1,600ドル）
竹中 統一君 200ドル（累計8,478.21ドル）
田中 尚宏君 200ドル（累計
900ドル）
谷川
正君 200ドル（累計 6,725ドル）
立松
博君 500ドル（累計
800ドル）
立野 純三君  1,000ドル（累計 265,700.46ドル）
辰野
勇君 200ドル（累計2,191.71ドル）
鳥井 信吾君 500ドル（累計 1,750ドル）
土田
修君 300ドル（累計5,100.05ドル）
辻本 憲三君  4,800ドル（累計46,822.92ドル）
蔦田 守弘君 300ドル（累計3,008.46ドル）
上田
孝君 500ドル（累計 2,620ドル）
上野 昌也君 300ドル（累計8,634.66ドル）

渡辺 岳夫君 100ドル（累計2,350.64ドル）
山田 泰弘君 150ドル（累計
575ドル）
山道 裕己君 100ドル（累計 1,220ドル）
山本 章弘君 100ドル（累計1,406.41ドル）
山本 雅弘君 160ドル（累計2,763.51ドル）
山本 良一君 200ドル（累計4,863.46ドル）
山中 直理君 500ドル（累計2,567.17ドル）
山岡 靖幸君 200ドル（累計3,886.92ドル）
山階 照雄君 100ドル（累計
400ドル）
山下 眞一君 500ドル（累計1,800.69ドル）
米田 哲二君 100ドル（累計
800ドル）
吉田 光市君 300ドル（累計
300ドル）
吉川 秀隆君  1,000ドル（累計6,638.46ドル）
吉本 晴之君 100ドル（累計2,839.42ドル）
ポリオプラス寄付 ₉ 名（年次寄付累計に加算）
福山 漢成君200ドル，早嶋
茂君500ドル
弘中
聡君100ドル, 嘉納治郎右衞門君 50ドル
堀
晋一君 40ドル，岩波 清久君 50ドル
笠谷 昌宏君100ドル, 田中 尚宏君100ドル
山道 裕己君300ドル
米山記念奨学会₁₁月度特別寄付
平澤 範雄君 2 万円 （累計18万円）
弘中
聡君 3 万円 （累計12万円）
廣瀬 太一君 2 万円 （累計 4 万円）
池田 耕二君 3 万円 （累計18万円）
井村
優君 3 万円 （累計 9 万円）
加賀田健司君 3 万円 （累計 9 万円）
金井 隆夫君 3 万円 （累計21万円）
絹川
治君 2 万円 （累計56万円）
近藤 雅彦君 3 万円 （累計66万円）
熊谷 克彦君 3 万円 （累計 6 万円）
松本 鐵一君 2.5万円 （累計24.5万円）
松崎 公一君 3 万円 （累計20万円）
森下 雄司君 3 万円 （累計 3 万円）
中村 治彦君 3 万円 （累計12万円）
小口 新平君 3 万円 （累計15万円）
末永 俊英君 3 万円 （累計12万円）
諏訪 正弘君 3 万円 （累計30.5万円）
竹中 統一君 3 万円 （累計69.5万円）
立野 純三君 10万円 （累計170万円）
富田 勇一君 0.5万円 （累計22.5万円）
辻本 憲三君 50万円 （累計483万円）
蔦田 守弘君 3 万円 （累計29万円）
山下 眞一君 3 万円 （累計18万円）
米井
寛君 3 万円 （累計 9 万円）
吉田 光市君 3 万円 （累計 3 万円）

（以上25名，新入会員を含む）
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Members News

₁₂月度定例理事会
日 時：2020年12月 4 日（金）11:30～12:20
場 所：ホテル西館 2 階「梅の間」
協議・承認事項
1）
新会員選考
（入会承認 1 名，新規選考 2 名）
2）
新入会員に委員委嘱（入会時掲載）
3）
本年度社会奉仕委員会事業
①対外事業（後日案内）

新型コロナウイルス時代における若手
芸術家支援のためのコンサート（仮称）
2021/4 /8（木）17:30～19:00予定
（※「北御堂・花まつり」イベントの中の
  プログラムとして参加 協賛20万円予定）
②社会奉仕担当卓話とクラブフォーラム
12/4（金）
当日緊急休会のため中止
卓話者・八尾和彦氏事業所「関西いの
ちの電話」を後日訪問させて頂く予定
4 ）2 660地区内クラブより「2022年RI規定
審議会」に上程する制定案（承認）

地区内クラブへの制定案募集の結果，当
クラブ 3 件，大阪北RC1 件の計 4 件を
上程することが決定され，当クラブは 4
案件全てにつき賛成で回答する
5）
・吉川ガバナーエレクト年度地区研修協
議会実行委員会組織（後日掲載）
・1 2月より当面の間例会での食事配膳自
粛（承認）
（*その後状況により適宜判断）
・大阪府による不要不急の外出自粛要請
を受けての当クラブのコロナ対応
① 1 2/3（木）発表の外出自粛要請（12/4 ～
15）を受けて12/4（金）例会・フォーラム
と12/11（金）例会を中止（*その後年内休会）
② 休会お知らせを12/7（月）
に全会員へ発送，
クラブ「ホームページ」にただちに掲載
③ 1 2/11（金）
例会席上で予定の「年次総会
及び，例会決議」は文書での開催に変更
④ 1 2/18（金）
・12/25（金）例会については，
12/15（火）以降の大阪府発表により判断
（*その後自粛要請12/29迄延長のため休会）
報告事項
1）
新年初例会「ニュー イヤー コンサート」
（中止・来年に延期）
及び家族デイ（中止）
2）
叙勲お祝いと新年懇親会（開催中止）

対象の 6 会員を新年初例会席上にてお祝い
3）
長寿会員お祝い（ 1 /8（金）
例会席上）

今週の Happy Birthday ！
岩波 清久君（機械・装置製造）
辻本 憲三君（ゲームソフト）
江藤 克二君（宝 石 販 売）
塩﨑
均君（教育研究機関管理）
辻井 昭雄君（鉄道運輸業）
春次賢太朗君（歯 科 医）
佐伯 照道君（法
律）
小林 龍三君（繊 維 工 業）
山田 文明君（衣料品卸売）
大町 慶華君（宗
教）
早嶋
茂君（書 籍 販 売）
藤城 豪二君（銀
行）
近藤
徹君（設 備 工 事）
南部 靖之君（人材派遣業）
山中 直理君（非鉄金属販売）

12月14日
12月15日
12月18日
12月18日
12月19日
12月22日
12月28日
1月1日
1月2日
1月3日
1月4日
1月5日
1月5日
1月5日
1月7日

4）
職業奉仕月間
（1月）
①月間記念例会：1 /15（金）塩野委員長卓話
②クラブフォーラム（ 1 /15（金）
例会後）
③四つのテスト記念品配布（ 1 /8（金）から配布）
記念品「四つのテストの文言が刻印された金属製の栞」
④職場見学（当面延期）
5）
第 3 回クラブ協議会（ 1 /22（金）
例会後）
議題：前半期の評価（反省）と後半の計画
出席義務：理事役員・各委員長
6）
地区大会関連（12/12（土））

無観客・本会議ライブ配信。次年度ホスト
クラブ挨拶の為，堀会長登壇（後日掲載）
7）
創立98周年秋の家族会
（別紙特別号参照）
11/20（金）光琳の間・参加者（会員85，

家族39，奨学生 1 計125名 ＠13,000）
賛助金：要請せず，家族会補助金 1,088,276円

8 ）11月度ロータリー財団・米山寄付報告（別項掲載）
9 ）1月度例会卓話プログラム報告
（別項掲載）
10）
大阪RACチャリティバザー（ 1 /24（日））
於：湊町リバープレイス（屋外）*その後 1 /31（日）に変更
11）
台北国際大会（ 6 /12（土）～16（水））

於：台北南港展覧館（TaiNEX）
予定
2660地区 大阪ナイト（ 6 /13（土）
・圓山大飯店）
12）
・本年最終12/25（金）休会，1 /1（金）祝日休会
・事務局お手伝い関係者にお歳暮（承認）
・事務局冬休み（12/28（月）～ 1 /4（月））
〈出席〉
堀正，鳥井，佐川，松岡，薩摩，塩野，
佐々木，笹倉，小原，山道，上田，新居，
藤木，黒田雅，嘉納治，江藤
16名

−⑤−

宮古・大阪みおつくし奨学生 Online懇談会
（2020.12.3（木）12:00～13:00 オンライン）
みおつくし奨学生は最終の第 6 期生も 3 年
生となり，現在 4 名が在学中です。毎月の連
絡の中で様々なメッセージを添えてくれる奨
学生の皆さんと直接会うことは叶わない状況
ですが，せめてオンラインで励ましたり様子
を聞いたりする機会が持てないものかと思い，
Zoom懇談会を開催しました。
冒頭で黒田章裕委員長から奨学生への激励
のメッセージを頂いた後，各自の近況報告へ
と進みました。
出席奨学生（敬称略）
：
5 期生（ 4 年在学中）
齋藤 智哉（宮古商業高校・東北福祉大学教育学部）
盛合 一功（宮古高校・宇都宮大学地域デザイン学部）
6 期生（ 3 年在学中）
伊藤 愛美（宮古商業高校・青森公立大学経営経済学部）
箱石 瑛己（宮古高校・東北学院大学教養学部）
【齋藤君】
11月の後半から 2 週間の教育実習を経験。
毎日検温，マスク着用の上でリアルでの実習
だったそうですが，障害を持つ生徒への接し
方など，いろいろ考えさせられ，学ぶことも
多かったようです。教育者への道程をしっか
り歩んでいる様子が伺えました。
【盛合君】
建築学科の学生として「コロナ禍で住宅が
どう変わるか」という課題に取り組み，デザ
インコンペに参加したり，卒論の準備を進め
たり，学業も順調に進んでいる様子でした。
お世話になっている宇都宮東RCの提唱する
ローターアクトクラブでは，現在会長を務め
ているとのこと。また，最近 8 名が同居する
シェアハウスへ引越し，詳細は割愛しますが，
色々な点で新たな日々が始まったようです。
【伊藤さん】
青森の公立大学では一人も感染者が出てい
ないことから，リモートではなく対面授業が
続いているとのことでしたが，4 期連続で成
績優秀賞を獲得するなど学業に邁進する姿に
は頭が下がる思いです。年末年始の帰省に伴
う感染拡大を防ぐため，年内はぎりぎりまで
授業があり，年明け以降は休講になるとのこ
と。税理士の資格も出来れば在学中に取って
しまいたい，と力強い宣言がありました。

左から
（敬称略） 上
 段 黒田、
稲畑

中段 江藤、
齋藤、
盛合
下段 伊藤、
箱石

【箱石君】
野球部員として野球漬けの毎日を送ってい
るようで今年度の秋リーグでは 3 位という本
人としては悔しい結果に終わったので，来年
に向けてどのような練習を組むのか思案中と，
前向きでした。一方で，コロナ禍の下で就活
に不安を感じているので，何かアドバイスを，
との質問もありました。
最後に，奨学生を代表して盛合君から 4 年
間に亘る関係各位の支援に対する感謝の言葉
を頂きました。奨学生の皆さんが，それぞれ
の道を力強く歩んでいる様子が伺えて，大変
有意義なオンライン懇談会になりました。試
験や授業の合間を縫って参加してくれた奨学
生の皆様，関係者の皆様に，改めて御礼申し
上げます。
（みおつくし奨学金委員会・副委員長

稲畑 勝太郎）
〈出席〉
江藤，黒田章，稲畑勝太郎
みおつくし奨学生 4 名，事務局 1 名  計 8 名

−⑥−

1月度卓話予定
1月1日（金）は祝日休会，8日（金）
，15日（金）は予告欄参照

22日（金） 三井住友信託銀行（株） 法人企画部
ESGソリューション企画推進室長

松本 千賀子氏
「気候変動リスクと

不確実性時代の経営戦略」
29日（金）（株）みずほ銀行 執行役員産業調査部長
中村 浩之氏
「グローバルな潮流が産業に及ぼす影響
～新型コロナウイルスの影響も

踏まえて～」

