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サンロイヤルホテル

本日のプログラム クラブ協議会

Tel 099－253－2020

（事務局） 〒890－0062 鹿児島市与次郎一丁目８－１０
サンロイヤルホテル４Ｆ Tel 259－6855

Fax 259－1622

E-Mail info@tounanrc.jp ホームページ http://www.tounanrc.jp/

6 月 1 日第 2480 回
会長挨拶
会長

飯野

和男

先週はコロナ感染拡大にともない、天文館も安

ありません。

全とは云えず、会員の皆様には二火会を延期して

いつもと違う感じがしたら、接種担当医やかか

昼間の例会へ変更いたしましたが、全員に行き届

りつけ医、相談センターに連絡し予防接種をした

かず休会といたしました。不手際で申し訳ありま

ことを伝え相談してください。

せんでした。
30 日には歯科医師会もワクチン接種のお手伝い

全員ワクチン接種が早期に終了し、以前の暮ら
しに戻りたいです。

をしようと会員に参加者を募り研修が開かれまし
た。私も鹿大にて麻酔科に所属していた経験もあ
り応募致しました。筋肉注射も 40 年前とは違
い、針も鋭利でスーっと刺入されました。
ワクチン接種を受けるときは腕を下におろし、
リラックスした姿勢をとって下さい。肩の頂部か
ら 3～4
㎝のところに接種しますから、その部位
E-Mail
tounanrc@alto.ocn.ne.jp ホームページ http://www.tounanrc.jp/
(三角筋)は大きな血管がないので安全だと云われ
ています。恐がらずに力を入れないでください。
接種後は背もたれの椅子で 15 分くらい休んで
いただきます。接種日は激しい運動は控え、飲酒
も休みゆっくり体を休めて下さい。入浴に制限は

ゲスト・ビジター紹介

山田 正樹様 (志學館大学進路支援課)

会務報告

数の参加予定となっており、それに伴い面接指導も今

●ガバナー月信とロータリーの友 6 月号を配布し

回は当クラブ会員のみで行う予定です。詳細は決定

ています。

次第お知らせ致します。

●次週(6/8)は理事会を開催しますので、理事の皆
さんは出席をお願いします。
●明日(6/2)の鹿児島西南 RC の例会ですが、休会
となりました。
出席報告
22 名

前々回出席者

11 名

出席免除

2名

メークアップ

7名

出席会員

12 名

出席訂正率

90.0％

会員数

鳥丸会員、お誕生日おめでとうございます！

60.0%

出席率
スマイル報告

☆飯野和男君－志學館大学進路支援課・山田正樹
様ようこそいらしてくださいました。当クラブの
奉仕活動の場を与えて下さりありがとうございま
す。
☆鳥丸陽一君－誕生日を祝っていただきありがと
うございます。コロナに気を付けて一年間頑張っ
てまいりますので引き続きよろしくお願いいたし
ます。

********************************************
台湾より、新型コロナウィルスのワクチン支援について
メッセージが届きました。
第 2730 地区東南ロータリークラブ飯野和男様及び会
員の皆様
いつもお世話になっております。
台湾出身の元米山奨学生 米田智美（旧名：陳真鳴,
世話クラブは国分クラブ）です。

本日計 5,000 円 累計

300,360 円

RA スマイル報告

Nelson Chou 様からのご依頼で伝言があります。
今回日本から台湾にワクチンの支援を賜りましたこと

今回はございません。
本日計

台北グランドロータリークラブ（圓環扶輪社）ガバナー

0 円 累計

120,500 円

本日のプログラム 志學館大学模擬面接会準備

に、台湾人の感謝の念を貴クラブの皆様に伝えたいで
す。
「患難見真情（困ったときに助けてくれる人こそ真の
友）」であることを改めて実感しました。
台湾と日本は、自由や民主主義という普遍的価値を共
有しています。いろいろな面において、重要なパート
ナーであり、貴重な友人であります。この素晴らしい関
係を礎に、今後とも更なる双方の関係を深めていきた
いと考えています。
日本の人々からの心温まる支援を、台湾政府と国民は

志學館大学進路支援課の山田正樹様より、7 月 14
日(水)開催予定の模擬面接会についてご説明頂きま
した。コロナウイルス感染症予防のため例年よりも少人

永遠に忘れないです。心より感謝を申し上げます。
台北グランドパーク RC ガバナーNelson Chou 様

您好，

しかし、家にこもることにもいいことがある、会員仲間

現在台湾のコロナウィルスのワクチン量が足りないの

とオンラインでつながる時間と機会が持てるから、とアト

で、日本政府が台湾に対してワクチン提供を迅速に行

ゥコララさんは言います。オンラインでのディスカッショ

ってくれることになりました。この件に関して、台湾人は

ンでは、コロナウイルスから身を守る方法を人びとに理

日本政府と日本人に限りない感激を感じ、末永く感謝

解してもらうために何ができるか、さまざまなアイデアが

します。台湾と日本はどのような環境におかれても、永

飛び交いました。

遠にお互い助け合うことができます。
感謝

SNS で安全対策を呼びかける

台北グランドパーク RC 会長 Kevin、全会員より

アトゥコララさん（コロンボ・リコネクションズ・ロータリーク
ラブ）は、クラブと地区のリーダーに連絡し、政府当局

大変ご無沙汰しております。皆様はお元気のことと存

と話し合い、ビジネスリーダーからの意見を聞きまし

じています。

た。4 月末には、新規感染を減らすための行動変化を

台湾は最近コロナ禍が厳しくなり感染者が増えてい
ます。出口の見えないトンネルに入リ困っている際に、

促す包括的な取り組み、「Stop the Spread」（感染を
阻止しよう）を立ち上げました。

日本から 124 万剤のワクチンを台湾に贈るニュースを
聞きました。

「人びとに重要な情報を伝える上で、インターアクター

これは正しく雪中送碳，困っている台湾に応援の手
が出して頂きました。大変感謝しています。
「日本、ありがとう」「日本，謝謝」「Thanks Japan」。
是非貴クラブご会員ご家族の皆様に御礼をお伝えく

が大活躍しています」
さらに、スリランカの 5 千人以上のインターアクター
に、このキャンペーンでリーダーシップを発揮し、マス
ク着用、手洗い、ソーシャルディスタンスといった行動

ださい。皆様のご健康ご多幸をお祈り致します。また

を地域社会で呼びかけるよう働きかけました。これに応

一日も早くコロナが終息しますように共に希望していま

えたインターアクターは、感染予防を呼びかけるメッセ

す。

ージや保健省からの最新情報を、毎日のように SNS

台北グランドパーク RC フルハウス様

に投稿しました。

********************************************
国際ロータリーホームページより

これに加え、アトゥコララさんは、スリランカのスポー
ツ省やオリンピック委員会と協力し、有名スポーツ選手

創造力と発想力で新型コロナから地域社会を守る

を「Stop the Spread」の大使として起用。クリケットとラ

人びとの行動変化を促し、ビジネスの安全対策基準を

グビーのスターやオリンピック選手をはじめ、280 人以

導入

上の選手が、SNS に投稿する動画やコンテンツに協

記事 Ryan Hyland

力しました。

ロハンタ・アトゥコララさん（スリランカ、コロンボ・リコネ

「Stop the Spread」ではさらに、安全手順を奨励す

クションズ・ロータリークラブ会員）は無力感に苛まれて

るために、企業を対象とする認定プロセスを導入。スリ

いました。新型コロナウイルス流行のためスリランカが

ランカ規格協会とともに認定制度をつくり、一定の安全

ロックダウンとなった 2020 年 4 月、国内の感染拡大を

ガイドラインを順守する企業を「感染対策の行き届いた

抑えるためにすぐにでも何かを実行したいと感じてい

環境」として認定しました。この認定を受けるには、マス

ました。

ク着用、検温、ソーシャルディスタンスの義務化といっ
た手順が必要となります。厳しい審査に合格した 300

「ロックダウンは突然で、うむを言わせぬものでした。

近い企業、教育機関、スーパーマーケット、小売り店が

行動の自由を制限されるのは辛いものです」とアトゥコ

認定を受け、客や学生は安心してこれらのビジネスを

ララさん。「困っている地域社会を支援することを誇りと

サポートできるようになりました。

する私たちロータリアンにとっては、特にそうです」

5 月初旬にロックダウンが解除された後、インターア

ワクチン接種の取り組みを成功に導くため、クラブ

クターたちは地域社会の企業や店舗、家庭、交通要

は、WHO（世界保健機関）や保健省と協力して、国会

所を訪れ、感染予防対策に関する資料を配布。また、

議員や宗教・地域社会のリーダー向けにデジタル冊

学校による安全対策においてもリーダーシップを発揮

子を作成。印刷可能なこの資料には、各種ワクチンに

し、7 月初旬の授業再開に貢献しました。

関する情報、安全対策、コロナワクチンに関する主要メ

「人びとに重要な情報を伝える上で、インターアク
ターが大活躍しています」とアトゥコララさん。アトゥコラ
ラさんは、スリランカ観光局の責任者および国連にお
いてスリランカの最高ビジネス開発責任者を務めた経
験があります。

ッセージが収められています。
3 月半ば現在、確認された新規感染数は 88,000
件以上、死亡数は 530 件以上となっています。
「これまでのところ、新型コロナウイルスを追い詰める
ことができています。しかし、次の目標は、スリランカの
人びとに十分にワクチンが行き届くようにすることです」

インターアクトクラブでは、12～18 歳の青少年がつ

とアトゥコララさんは話します。

ながり、地域や世界のリーダーと協力します。スポンサ
ーのロータリークラブとローターアクトクラブからの助言
や指導の下、インターアクターがプロジェクトを実施
し、リーダーシップスキルを身につけます。
ツールとテクノロジー
スリランカのロータリークラブは、プラスチックパイプ
を製造する S-lon 社、および交通手段を提供している
PickMe と提携して、三輪自転車に取り付け可能な移
動手洗い所、2 千ユニット近くをつくりました。その目的
は、ウイルス感染を防ぐ最も有効な手段のひとつであ
る手洗いを、公共の場で呼びかけることでした。
さらにケラニア・ローターアクトクラブは、症状が出た
人や検査結果が陽性だった人を記録できる感染追跡
用モバイルアプリ「Track the Spread」を開発。このア

★記帳メーキャップ受付（11：30～12：30）。
6/15
6/22
6/29
会長・幹事
最終夜間例会
第 5 週のため
1 年を振り返って
休会
新・旧理事会
月/日

クラブ

例会場

6/9
（水）

鹿児島南

サンロイヤル

クラブフォーラム

定できます。また、このアプリを使ってオンラインでスー

鹿児島西

山形屋

クラブフォーラム

パーや薬局、小売り店での買い物や水道光熱費の支

鹿児島西南

ゆうづき

ガバナー補佐最終訪問

鹿児島東

ｻﾝﾃﾞｲｽﾞｲﾝ

クラブフォーラム

鹿児島北

アートホテル

ガバナー補佐最終訪問
クラブ協議会

鹿児島 SW

鹿児島東
急 REI

休会

鹿児島

山形屋

クラブフォーラム

鹿児島大学ア
カデミー

鹿児島
大学

休会

鹿児島中央

山形屋

クラブ協議会

鹿児島
令和

鹿児島東
急 REI

年間活動報告

鹿児島城西

鹿児島東
急 REI

ガバナー補佐最終訪問

プリは、地元の病院や保健センターと統合されており、
症状のある人が多いスポットや地域を医療従事者が特

払いができ、外出の必要がなくなるため、感染拡大抑
止にも一役買っています。「これで地元ビジネスの存

6/10
（木）

続にも貢献できる」とアトゥコララさんは言います。
このアプリは現在、スリランカ国内の保健局での採
用のため、同国政府によりテストが行われています。
次なる段階
同国ではワクチン接種が進み、これまでに 80 万服

6/11
（金）
6/14
（月）

が接種されています。ロータリークラブも地元保健局と
協力し、データ入力など、ワクチン接種会場をサポート
しています。

6/15
（火）

プログラム

