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3月

誕生日おめでとうございます。

別府雅之君（1 日）

野井倉洋豪君（1 日）

3月

結婚記念日おめでとうございます。

井料長敏君（4 日）

宝来春巳君（24 日）

2 月 16 日第 2470 回
会長挨拶
会長

飯野

和男

静かに収まるのを待っているところです。

医療従事者へのコロナ感染症予防ワクチンの接

今年度は何も活動ができず申し訳ありません。

種が明日より開始されますが、鹿児島ではまだワ

オリンピックもはなはだ不透明で先が見通せませ

クチンが届いておりません。医師会、歯科医師会

ん。株価も実態と離れマネーゲームの様子で、米

では自院での接種も可能ですが、副反応が心配で

国も中国も世界のリーダーとして充分に働いてい

私は自己接種いたしません。酸素吸入もアナフィ

ないように思います。ミャンマー、ロシアも政府

ラキシーショック用薬もありますが、息子も衛生

の安定がみられません。米国の建国地ボストンの

士もその経験がありませんので主治医の所で接種

法の下での自由平等の日が再びやって来るのを楽

してもらおうと思っています。いずれも副反応の

しみにしております。

症状をアンケートで提出するようになっています
E-Mail

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

ので結果をお知らせいたします。

地区では 3 月 27 日 2 回目の Zoom 会議がありま
す。がコロナ禍でのクラブ活動についての問い合
わせ、意見が求められています。別段ありません
ので、皆様何かありましたらお聞かせください。

ゲスト・ビジター紹介

本日のプログラム

フリートーキング

今回はいらっしゃいません。
米山記念奨学会

コロナ禍でのクラブ活動について各テーブルで意
見交換しました。
********************************************
理事会報告 2021 年 2 月 16 日 12 時～
ロータリー米山記念奨学会よりカウンセラーの野

於：サンロイヤルホテル

井倉会員に感謝状が贈られました。

出席者：飯野 東 上原 別府 中馬

瀬戸口

（敬称略）
会務報告

1 プログラムについて

●来週は祝日のため休会となります。次回は 3 月 2

3/2

会員卓話

日開催です。

3/9

休会

3/16 米山奨学生卓話
3/23 お花見家族夜間例会 理事会 18 時～

出席報告

3/30 第５週目のため休会
22 名

前々回出席者

10 名

出席免除

1名

メークアップ

7名

出席会員

12 名

出席訂正率

80.6％

会員数

クラブ協議会

4/13 二火会
4/20 未定
4/27 未定 理事会 12 時～

57.1%

出席率

4/6

・4/13・20・27 例会プログラム
4/13 二火会 20・27 未定

スマイル報告

2 「危機管理委員会」設置 → 戦略委員会が兼任
☆野井倉洋豪君－25 回目のベネフェクター＄100
財団へ。普段は 3 月の誕生日にしますが、財団委員
長より、
「東南 RC からの寄付が 0」との連絡があ
りましたので今回しました。皆さんもご協力よろし

45,000 円ずつローターアクトとマーガレット会へ寄付。
500 円はクラブへスマイルします。
4 RA 地区大会登録料について
当初 10,000 円の予定でしたが、レセプションがなく

くお願いします。
本日計

3 オークション収益について(90,500 円)

＄100 累計 215,360 円

なったため登録料が 4,000 円/人となりました。残りの
6,000 円/人はクラブに入金します。
5 吹上浜清掃活動

RA スマイル報告

開催予定。瀬戸口会員が先方と打合せします。
********************************************

今回はございません。
本日計

0 円 累計

20,500 円

国際ロータリーホームページより
知識のネットワーク：会員の専門知識と人脈を生か
す 紛争・移民・難民に関するレポートを発行してほか

のクラブのプロジェクト向上を支援
世界銀行のエコノミストであるクエンティン・ウォドンさ

開発の分野で仕事をしているため、その専門知識と人
脈を生かした企画です。こうしたネットワークが、2020

んがロータリーに入会したのは、自らの専門知識を生

年 6 月、米州機構（OAS）との共同開催によるオンライ

かし、新しい仲間を見つけ、人の役に立つためでした。

ン会議の開催へとつながりました。「ロータリーの強みと

そして今、会員でありつづけるのは、活動を楽しんでい

各自が勤務する組織の強みを組み合わせることが目

るからだと言います。「会員になって 10 年。父もロータ

的」と語る会員のララ・ベルサノさんも、OAS の系列機

リー会員でしたし、私自身もベルギーでローターアクタ

関である Trust for the Americas の職員です。

ーでした。ロータリー青少年交換にも参加したので、ロ
ータリーとは長年のつきあいです」
ウォドンさんは現在、キャピタルヒル・ロータリークラブ

ほとんどのロータリークラブは例会に多彩な講演者
を招いていますが、ワシントングローバル・ロータリーク
ラブは、特定のテーマを掘り下げるプレゼンテーション

（ワシントン D.C.）の会員です。その前はワシントン・ロ

シリーズを何カ月もかけて企画します。専門家を招い

ータリークラブの会員でしたが、かねてから、これまで

て講演会を開き、ウェビナーを開催し、最後にそのテ

のどのクラブとも異なるクラブを設立したいと考えていま

ーマに関する詳細なレポートをまとめます。第一弾のレ

した。「知識クラブにしたかったのです。ロータリーには

ポートは、移民と難民に焦点をあてました。第二弾では、

あふれるほどの善意があります。しかし、その善意が集

教育について検証しています。「私たちの目標は‟知

約されずに、分散したままです」。ウォドンさんいわく、

識クラブ“となること、つまりロータリアンにとっての小規

分散した状態ではベストプラクティスを共有して有効性

模なシンクタンクとなることです」とウォドンさんは言いま

を評価することが難しくなります。クラブが情報収集とレ

す。

ポートの配布に集中できれば、ほかのクラブのプロジェ

このモデルは、若い専門職の人たちを引き付ける力

クト向上に役立つだけでなく、ほかの国際開発機関に

があることが証明されています。「当クラブの創立会員

向けてロータリーの権威を際立たせることができると、ウ

の多くは 40 歳未満です」とモットさん。その多くがロー

ォドンさんは考えています。

タリー学友で、ルーマニア出身のモットさん自身も元ロ

このビジョンを掲げ、ウォドンさんは 1 年前に 38 名の

ータリー平和フェローです。ベルサノさんは、母国アル

会員とともに ワシントングローバル・ロータリークラブを

ゼンチンでインターアクト、ローターアクト、RYLA に参

設立しました。「地元の会員のほかにも、オンラインで

加し、ロータリーに入会しました。「会員の多くは、過去

世界中から会員を受け入れています」とウォドンさん。

にロータリーの恩恵を受けてきた人たちです」とモットさ

第 1 回の例会は、ワシントン地域の会員は直接対面
で、ほかの会員はビデオ会議で参加。しかしその後は、

ん。「今度は自分が地域社会に恩返しをし、ロータリー
の役に立ちたいと思っています」

コロナウイルス感染拡大によって外出自粛要請が発令

低額の会費と柔軟な出席システムも、若い会員が入

されたため、全員がオンラインでの参加に切り替えまし

会しやすい理由となっています。会費は年 250 米ドル

た。それでも、クラブの発展の妨げにはなっていません。

で、35 歳未満の会員はさらに 50 ドル割引されます。現

「すでに会員数は 50 名を超えています」。こう話すのは、

在の会員には、米国、カナダ、フランス、ウガンダを所

同クラブの会員増強委員長であり、ほかの数名の会員

在地とする世界銀行、米州開発銀行、OAS、USAID

と同様に世界銀行の職員であるマニュエラ・モットさん

などの国際組織の職員が含まれます。

です。「むしろコロナウイルスによって会員が増えたよう
に思います。誰もが今、所属感を求めているのです」

2019 年、マニュエラ・モットさんは、1960 年代後半
から紛争が絶えないフィリピンのミンダナオ島に対する

地域社会に変化をもたらしたいとお考えの方へ：地

世界銀行の投資を 1 カ月かけて評価しました。「紛争

域密着型の活動はロータリークラブの基本です。さまざ

地域においても開発は可能です。プログラムの主な目

まな参加方法をご覧いただき、最寄りのロータリークラ

的は、道路の建設だけではなく、さまざまな派閥が合

ブを検索してみましょう。

同で意思決定できるようにすることです」モットさんは、

このクラブでは最近、紛争・移民・難民をテーマにし
たイベントを連続して開催しました。会員の多くが国際

世界銀行が資金援助したインフラプロジェクトが、ほか
の状況では敵対し、争いを続けているはずのイスラム

教徒とキリスト教徒の関係者をどのように交渉の席に引

ではありません。会員となる人たちの関心は毎回違うか

き込んだのかを検証しました。すべての人にとって利

らです」。こう語るベルサノさんは、過去にローターアク

益となるプロジェクトで協力することで、両派が互いを

トクラブとロータリークラブの結成を手伝った経験があり

新たな視点で見つめ直し、信頼関係を築きはじめたの

ます。「それでも変わらないのは、ポール・ハリスのビジ

です。モットさんが世界銀行で実践している平和構築

ョンです。私たちはみな友人であり、互いに助け合い、

スキルは、デューク大学およびノースカロライナ大学チ

さらに外へ出て地域社会を支援するのです」

ャペルヒル校でのロータリー平和フェローシップ
（2009-11 年度）を通して習得したものです。このプログ
ラムに参加した初のルーマニア人でもあるモットさんは、
最近設立されたワシントングローバル・ロータリークラブ
（ワシントン D.C.）の会員です。
このクラブは、メリーランド州で小さな町を基盤とする
衛星クラブのスポンサーとなり、会員が地域のプロジェ
クトに参加できるようになりました。さらに、2020 年 11
月に承認された難民・強制移住・移民に関する新しい
ロータリー行動グループに協力しているほか、国際開
発に関心をもつロータリー会員向けの親睦活動グルー
プの結成にもかかわっています。
「難民問題は、当クラブの会員が関心を寄せている

ワシントングローバル・ロータリークラブの会員。左か

テーマです。難民は、ロータリーの重点分野のすべて

ら：ローズ・カルダレリさん、ララ・ベルサノさん、クエンテ

において支援を必要としており、しかも状況は悪化する

ィン・ウォドンさん、マニュエラ・モットさん。

一方だからです」とウォドンさんは説明します。
行動グループに対する当初の関心は強く、ウォドン
さんは、グループがゆくゆくは難民支援プロジェクトを
立ち上げるクラブのためのコンサルタント的な役割を果
たすようになることを期待しています。「知識は資金と同

★記帳メーキャップ受付（11：30～12：30）。
3/9
3/16
3/23
休会
米山奨学生卓話
お花見家族夜間例会
理事会 18 時～

じくらい重要です。だからこそ、行動グループが重要な

月/日

クラブ

例会場

のです。ロータリーならではの専門知識の生かし方で

3/3
（水）

鹿児島南

サンロイヤル

鹿児島西

ホテルㇾ クストン

★賀寿の宴

鹿児島西南

ゆうづき

クラブ協議会

鹿児島東

ｻﾝﾃﾞｲｽﾞｲﾝ

★早朝例会

熱心な取り組みの証でもあります。ロータリー会員にな

鹿児島北

アートホテル

クラブフォーラム

ってまだ日が浅いローズ・カルダレリさんは、すでに 3

鹿児島 SW

鹿児島東急
REI

米山奨学生卓話

鹿児島

山形屋

ゲスト卓話

鹿児島大学
アカデミー

鹿児島大学

会員卓話

鹿児島中央

山形屋

鹿児島
令和

鹿児島東急
REI

クラブフォーラム

鹿児島
城西

鹿児島東急
REI

ゲスト卓話

す」。また、新しい親睦活動グループは、国際開発に
携わる会員にとって人脈作りの機会となり、情報共有の
手段にもなります。
ワシントングローバル・ロータリークラブの急成長は、

人の入会者を紹介しました。「入会希望者にはこちらか
ら接触するのが義務だと思っています。関心はあって
もどうすればよいのかわからないという人はたくさんい
ますから」。教育に特化した非営利団体を運営してい

3/4
（木）

3/5
（金）
3/8
（月）

るカルダレリさんは、ニューヨーク市のユニセフにおけ
る新しい国際ロータリー代表となっています。
「新しいロータリークラブを結成することは、自転車に
乗ることのように、一度覚えたらずっと使えるというもの

3/9
（火）

プログラム
ゲスト卓話 門脇秀策様

★東 RC 合同例会(11 日)

