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12 月

誕生日おめでとうございます。

12 月

結婚記念日おめでとうございます。
若松利秋君（6 日）

大石裕一郎君（4 日）

11 月 26 日第 2429 回
会長長挨拶
会長

野井倉 洋豪

します。素晴らしい歌手の方々に協力をお願いして

本日はロータリー青少年交換留学生として当クラブ

あります。

でお世話しているセザリー君に卓話をお願いしてい

次年度ローターアクト地区代表に鹿児島東南ロータ

ます。セザリー君には学校生活や母国との生活習慣

ーアクトクラブの平間君が推薦されて引き受けるこ

などの違いについてお話ししてもらえると考えます。

とになりました。年次大会も引き受けることになり

卓話後いろいろ質問してください。

そうです。皆様のご協力をお願いいたします。

次に、元当クラブ会員だった馬場節也様が 10 月 8 日

山田さんを偲ぶ会と音楽会への参加はメーキャップ

死亡され、親族の方々で葬儀を済まされました。後

扱いとさせていただきます。

日お悔やみの挨拶をしたいと考えています。会長や

最後にセザリー君のホームステイ先がなく困ってい

国際ロータリー大会にも積極的に参加されておられ

ます。会員の皆様ぜひご協力ください。

ました。

E-Mail

tounanrc@alto.ocn.ne.jp ホームページ http://www.tounanrc.jp/

次に理事会の報告をいたします。12 月の行事は 12

ゲスト・ビジター紹介

月 17 日忘年会です。ロータリアン以外の方々と交流

青少年交換留学生 セザリー君

する機会にしたいと考えます。お友達をお誘いの上

12 月分のお小遣いを授与しました。

参加ください。1 月 23 日（木）チャリティー音楽会
を予定しています。インドの小学生たちに文房具等
送りたいとかんがえます。内容は次回お知らせいた

理事会報告 2019.11.26 開催分
（敬称略）
出席者：野井倉 飯野 別府 末吉 居川
委任状有：中馬 東 上園 瀬戸口均 田中
1 プログラムについて
12/3 クラブ総会
12/10 会長・幹事 上半期を終えて
12/17 クリスマス家族会 18：30～サンロイヤルホテル 13
会務報告
●

階。理事の皆様は、18 時～理事会が開催されます

12 月 17 日（火）は、クリスマス家族例会です。

12/24 休会

18 時 30 分～サンロイヤルホテル 13 階を予定してい

12/31 第 5 週目のため休会

ます。詳細改めてご案内いたします。

1/7 1/9（木）新春合同例会へ振替

●

1 月 9 日（木）鹿児島市内 11 クラブ合同新春合

1/14 会長・幹事 新年度挨拶

同例会が開催されます。サンロイヤルホテル太陽の

1/21 及び 1/28 は、鹿児島東南ローターアクトクラブ平間

間において、12 時 30 分～13 時 30 分となっており

君の卓話と 1/23（木）チャリティー音楽会への振替とする

ます。回覧しております。

予定です。確定次第お知らせいたします。

●

2020 年 2 月 19 日（水）子クラブである鹿児島

理事の皆様もどちらかで理事会予定です。

西南ロータリークラブの 40 周年記念式典及び祝賀会

2 12/17（火）クリスマス家族会の件

がサンロイヤルホテルにおいて開催されます。

ロータリアン、ローターアクト、家族、友人にお声かけくだ

式典 17 時～、祝賀会 18 時～となっております。

さい。余興はマジックを予定。

登録料は 10,000 円です。出席される方は事務局まで

3 セザリー君のホームスティの件

お声かけください。

1 月に入ってから預かっていただく予定だった川﨑様
（伊集院在住）より、家族の都合でお断りが入りました。
1 月 6 日（月）～12 日（日）受け入れる方が決まっていな

出席報告
22 名

前々回出席者

15 名

出席免除

1名

メークアップ

0名

出席会員

9名

出席訂正率

71.4%

会員数

出席率

42.8%

い。また、1 月 13 日からも決まっていない。
2 月以後は別府会員の予定。
4 1 月チャリティー音楽会の件
1/23（木）和田明（vo）、松本圭史（piano）
会場は、キャパルボ 18 時 30 分～を予定している。
チケット代＠5,000 円

スマイル報告

インドの小学生への文具代

☆飯野和男君・別府雅之君－先日の二次会出席あり
がとうございました。森伊蔵美味しくいただきまし

ローターアクトへも 10 万円程度
充てられたらと考えている。

た。

5 2020-21 年度ローターアクト地区代表の件

☆上田平重樹君－セザリー君のプレゼンです。来年

鹿児島東南 RAC 平間君が推薦され、引き受けたいと相

最後にどれぐらい日本語が上達しているか、今回と
比較してください。
本日計 7,000 円 累計 190,000 円
RA スマイル報告

談有り。年次大会を引き受けることになる。
→承認
6 その他
① 11/27 山田さん偲ぶ会をメーキャップにしてもらえな

今回はございません。
本日計 0 円 累計 10,500 円

いか→鹿児島東南 RC 会員のみメーキャップとする。

本日のプログラム 青少年交換留学生
セザリー君卓話

**********************************************
日本語が上達してきました！

山田忠茂君を偲ぶ会 2019 年 11 月 27 日（水）

セザリー君への質問に答えていただています！
**********************************************
ローターアクト第 2 回地区連絡協議会
12 月 1 日（日）国分シビックセンターにおいて
東会員、ローターアクトより、山田早穂さん、平間知訓君
が参加されました。

平間君が来期地区代表候補者として挨拶されました。

たくさんの方にお越しいただきましたこと、感謝いたしま
す。野井倉

国際ロータリーポリオデー

ーと啓発プログラムを実施しています。これらの 3 人のヒ

世界ポリオデーの 10 月 24 日、ロータリーとパートナー団

ーローは、世界中のロータリアンと同じく、献身的にボラ

体による世界ポリオ根絶推進活動（GPEI）は、「ポリオの

ンティア活動をすることの大切さを伝えています。ここ 3

ない世界」という究極の目標に向けて、また一歩、大きな

年間以上、ナイジェリアで野生型ポリオウイルスによる発

前進を遂げました。この日、3 型の野生型ポリオウイルス

症が起きていないことに触れ、これはとてつもない偉業で

株の根絶が発表されました。3 型ウイルス株による発症が

あると称えました。ナイジェリアでのこの画期的な達成に

2012 年 11 月にナイジェリアで検知されて以来報告され

より、WHO が定めるアフリカ地域全体が来年、野生型ポ

ておらず、専門家から成る独立委員会が、この種類のウ

リオウイルスのない地域として認定される道が開けました。

イルス株が世界的に根絶されたことを結論づけたと述べ

アデピタンさんは、一昔前は世界中のポリオ症例のほぼ

ました。2 型ウイルス株は、2015 年に既に根絶が宣言さ

75％がアフリカで起きていたことに触れ、アフリカ大陸に

れています。「これにより、残るは 1 型の野生型ポリオウイ

おける大きな前進を強調しました。「今日、アフリカに住

ルスだけ」とテドロス・アダノム氏は述べ、ポリオフリーの

む 10 億人以上の人たちがポリオのない未来を迎えようと

世界の実現に向けたこれまでのロータリーの尽力に言及

しています。活動はまだ終わっていません。私たちは『ポ

しました。 また、自己満足が最大の敵だと指摘し、「最後

リオのない世界』という、より大きな勝利に向け努力してい

の一押しのために 2 倍の努力で臨んでいただきたい」と

ます。実現が待ちきれません」「ワクチンに対する逆風が

激励のメッセージを寄せました。ロータリーとそのパート

強くなると、予防可能な病気の流行が増えます。はしか

ナーは、世界 122 カ国で 25 億人以上の子どもにポリオ

だけでなく、ロタウイルスや破傷風、ポリオだってそうです。

予防接種を行ってきました。「未来の子どもたちが“ポリオ”

—— ワクチンの科学は確立されており、議論の余地はあ

という言葉を目にするのが、歴史の本の中だけになる日

りません」「GPEI が始まった 1988 年以来、ロータリーと

が必ずやってきます」「今活動を止めれば、ウイルスが再

パートナー団体は、ポリオワクチンの普及に取り組んでき

び流行し、年間 20 万人以上が新たに発症するという以

た」とナイさん。30 年前、ポリオは 1 年間に 35 万人の子

前の状態に戻ることになります。（中略）私たちは最後ま

どもたちに影響を与えていました。その後、世界中で大

でやり遂げなければなりません。」ロータリーによる今年

規模な予防接種キャンペーンが行われ、今日までにポリ

の世界ポリオデープログラムは、世界各地に合わせた時

オ症例数は 99.9%以上減少しています。ナイさんは「こ

間帯と言語で、フェイスブックにて配信されました。

れで予防接種の効果が具体的に示された」と話します。

UNICEF USA とビル＆メリンダ・ゲイツ財団がスポンサ
ーとなったこのプログラムでは、パラリンピックメダリストの
アデ・アデピタンさん、スーパーモデルのイザベリ・フォ
ンタナさん、科学教育者のビル・ナイさん、女優のアー
チー・パンジャビさんなども登場しました。またこのプログ
ラムには、インド、パキスタン、ウクライナの子どもたちを
ポリオから守るために活動しているロータリー会員 3 名を

★記帳メーキャップ受付（11：30～12：30）。
12/10
12/17 クリスマス家族例会
会長・幹事
18：30～サンロイヤルホテル
上半期を終えて
13 階
月/日

クラブ

例会場

12/4
（水）
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鹿児島 SW

鹿児島東急 REI

鹿児島

山形屋

ゲスト卓話

鹿児島中央

山形屋

年次総会

鹿児島城西

鹿児島東急 REI

年次総会

鹿児島
令和

パレスイン
鹿児島

年次総会

紹介した映像も含まれていました。パキスタンでは、ロー
タリアンのタヤバ・グルさんが医療従事者のチームと協
力し、ポリオワクチンの重要性について母親と子どもへ
の教育を行っています。インドのヘメンドラ・ベルマさん

12/5
（木）

12/6
（金）
は、医療従事者とボランティアを通じて、すべての子ども
12/9
に予防接種することを奨励しています。また、ウクライナ
（月）
のロータリアンであるセルフィ・ザバスキーさんは、子ども
12/10
への予防接種に消極的な人たちに情報を提供するため、 （火）
12/9
ソーシャルメディアや公共イベントを利用したアドボカシ
（月）

12/24
休会

プログラム
年次総会
クラブフォーラム
★夜の例会（家族例会）
★忘年家族会 18：30～
年次総会
年次総会

