
  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                                                 

  

 

6月 8日第 2481回 

 

会長挨拶       

会長 飯野 和男 

 米 FADがアルツハイマー治療薬を承認しまし

た。日本のエーザイと共同開発したもので日本で

も近々承認されると思いますが、まだ治験段階で

1～2年かかるようです。今までの薬はアルツハイ

マーを遅れさせるだけで治療薬にはなっていませ

んでした。今回の薬は直接細胞に働き神経細胞の

再生に関与するようです。 

 九州大学と鹿児島大学の共同で蚕の蛹から経口

ワクチンを製造する特許出願がなされました。新

型コロナワクチンは接種によるもので蚕の経口ワ

クチンが事業化されれば自宅などで誰でも簡単に

できるようになり、現在世界各国で行われている

ワクチン接種も来年末までかかるようですが、も

っと早期に終了できるかもしれません。 

 日本政府が台湾にアストラゼネカ製のワクチン

70万回分を送りましたが、台北グランドパーク

RC からお礼が届きました。ワクチンの 60％以上

を製造しているインドではワクチン不足となって 

 

いますが、世の中どうもちぐはぐのようです。 

 2730地区でもクラブ例会の運営に支障をきた

していますが、地区で例会をどのようなことで休

会にしているかの調査が来ています。当クラブで

は別段取り決めはないです。 

 

 

ゲスト・ビジター紹介  

今回はいらっしゃいません。 

 

会務報告 

●次週(6/15)は新旧理事会を開催しますので、新旧

理事の皆さんは出席をお願いします。 

週 報 ロータリーは機会の扉を開く 

2020~2021 年度 RI 会長 ホルガー・クナーク 

(Herzogtum Lauenburg-Mölln ロータリークラブ＜独国＞) 

鹿児島東南ロータリークラブ        

会長 飯野 和男 幹事 東 則秋 副会長 居川 亮 

（例会日、場所） 毎週火曜日、鹿児島市与次郎一丁目８－１０ 

サンロイヤルホテル  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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

第 2482回   №37 

2021年 6月 15日（火） 

 

本日のプログラム  

会長・幹事 1年を振り返って 

RI第 2730地区ガバナー   風呂井敬（鹿屋西 RC） 

鹿児島県市内ガバナー補佐  Bグループ野井倉洋豪（鹿児島東南 RC） 

                   Aグループ上川咲男（鹿児島南 RC） 

mailto:info@tounanrc.jp
mailto:tounanrc@alto.ocn.ne.jp


●次年度も鹿児島市内 RC 名簿の作成が決まりま

した。修正の有無の確認をお願いします。 

 

出席報告 

 

スマイル報告  

☆田代浩二君－渡海谷会員が先日ゴルフで自己ベ

ストを更新したということでスマイル致します。 

高価なドライバーを購入したおかげとか？私も負

けないように頑張ります。 

☆上田平重樹君－今年度で会社が創立 30年経ち

ました。何もできない時ですがマスクをつくりま

したのでお使いください。 

 本日計 7,000円 累計 307,360円 

 

RA スマイル報告  

今回はございません。 

 本日計   0円 累計 120,500円 

 

本日のプログラム クラブ協議会 居川会長エレクト 

  

 

 

2020年初頭、新型コロナウィルス感染症が発生し、

社会全体が大きな変換を余儀なくされました。私

たち鹿児島東南 RC でも活動の自粛や例会の制限

等、様々な影響がありました。 

 2021-22 年度も恐らく新型ウィルスの猛威にさ

らされる中での活動になると思いますが、このよ

うな時代だからこそ、クラブ運営も柔軟な対応が

求められることになります。 

2021-22年度シェカール・メータ RI会長は『奉仕

しよう、みんなの人生を豊かにするために』（Serve 

to Change Lives）をテーマに掲げられ、それを推

進するために第 2730地区井福ガバナーは『ロータ

リーの原点に立ち、誇りと自信を持って行動しよ

う！』をスローガンとしました。 

当クラブでは、例年の事業を継承し、以下の活動を

行っていきます。 

1．RI及び地区目標の１つである会員増強・女性会

員入会の推進 

2．ロータリー重点分野の新しい項目である「環境

の保全と保護」として吹上浜清掃の実施 

3．職業奉仕として志學館大学模擬面接 

4．社会奉仕活動として献血啓発活動 

5．青少年育成の推進としてローターアクト・ライ

ラ（地区委員輩出）の支援 

6．地区補助金事業としてジオパーク事業 

 

新型コロナウィルスの影響も考えられますが、創

意工夫しながら実施していきたいと思います。 

 

******************************************** 

 

上田平会員より、 

抗ウィルス酸化銅マスクを 

会員の皆様に頂きました！ 

ありがとうございます。 

大切に使わせていただきます。 

 

 

******************************************** 

理事会報告 2021年 6月 8日 12時～ 

於：サンロイヤルホテル 

出席者：飯野 東 上原 別府 田代 中馬 居川 田中

会員数 22名 前々回出席者 12名 

出席免除 2名 メークアップ 7名 

出席会員 14名 出席訂正率 95.0％ 

出席率 70.0%   



（敬称略） 

1 プログラムについて 

6/1 志學館大学模擬面接会準備 

6/8 クラブ協議会 理事会 12時～ 

6/15 会長・幹事 1年を振り返って 

新・旧理事会 12時 

6/22 最終夜間例会 

6/29第５週目のため休会 

7/6 会長・幹事新年度挨拶 

7/13 14日志學館大学模擬面接会に振替 

7/20 二火会 

7/27 委員会活動計画 理事会 12時～ 

6/22の最終夜間例会はおごうで開催予定です。 

2 志學館大学模擬面接会（7月 14日開催予定）現

在 10名当クラブより参加予定です。 

→志學館大学・当クラブ双方で 6月末時点でコロナ感

染者が出なければ開催。 

3 次年度について 

・地区補助金事業について、ジオパーク推進協議会よ

り以前と別の提案がありました。昨年 10月に開催した

際にバス２台での開催のため、太田先生のお話がゆっ

くり聞けなかったという要望が多かったのと２年続けて

バスでの開催になるとのことでクルージングツアーの提

案が届きました。予算は地区とクラブ合わせて

654,500円を予定しております。 

→クルージングツアーに決定。 

・観月会会場について 

 スカイラウンジでの開催の場合は早めの予約をサン

ロイヤルより勧められています。 

→9/28サンロイヤルホテル・スカイラウンジにて開催 

・誕生日祝い・結婚祝い 

 例年通り、肉のカワサキのお肉と上園さんの干物で

いいでしょうか。 

→居川次期会長より先方に確認し、差支えなければ

例年通り継続。 

******************************************** 

国際ロータリーホームページより 

コロナワクチン接種の取り組みをロータリーが支援 

記事 Ryan Hyland 

世界各地のロータリークラブは、地元での新型コロナワ

クチンの導入と配布を支援しています。コロナワクチン

接種をロータリーがいかに支援できるかを地元保健機

関と協議するよう、ロータリーのリーダーは会員に強く

呼びかけています。 

 

ロータリーは、ポリオワクチンの配布とその効果に関す

る啓発を通じてポリオを根絶間近としてきた長年の経

験があります。その豊かな経験と知識、そして戦略的

なパートナーシップと革新を、コロナウイルスから地域

社会を守るために生かすことができます。 

 

地元の「予防接種の日」にコロナワクチンの 1回目の

接種を受けたトレントン・ロータリークラブ（米国ノースカ

ロライナ州）会長のジョン・ホールさん。 

 

保健当局をバックアップ 

国際ロータリーのホルガー・クナーク会長とロータリー

財団の K.R.ラビンドラン管理委員長は、さまざまなレ

ベルで行動を起こすことをロータリー会員に呼びかけ

ました。これに即座に応えたのが、ノースカロライナ州

のロータリー会員でした。会員らは保健当局に援助を

申し出たほか、地区リーダーが州の保健・福祉局に連

絡し、ロータリーとしての支援方法を協議しました。 

 

さらに、ノースカロライナ州の 6人のガバナーが、州の

保健局と共に同州のロータリー会員 12,200人以上を

対象としたウェビナーを実施。入手可能なコロナワクチ

ンとその配布方法について情報を提供し、会員からの

質問に答えました。ウェビナーに出席した会員は、地

域社会で模範を示し、ワクチンへの信頼構築にあたる

ことができます。 

 

「リーダーであるロータリアンは、人びとを導くことが求

められます。ですから、十分な情報を学び、保健当局

と協力する機会をもつことが大切です」と話すのは、ロ

ータリー第 7730地区（米国ノースカロライナ州）のガ

バナー、ドーン・ロッチェルさんです。 

会員たちは、州内各地のワクチン接種会場でボランテ

ィアにあたり、データ入力、誘導、登録手続きなどを手

伝いました。会員はまた、保健従事者やボランティアに

食事と飲み物を差し入れました。これに加え、地区は、

同州の 100の郡を代表するロータリー会員の連絡先

を収めたリストを州保健当局に提供しました。 

 



同地区のパストガバナーであるナンシー・バービーさ

んとロッチェルさんは以前、インドでの全国予防接種

日にボランティアとして一緒に参加しました。ポリオの

一斉予防接種を手伝った経験が、コロナワクチン接種

における具体的なニーズを知るのに役立ちました。 

 

「ポリオ根絶の取り組みを通じて、どの地域社会にも適

用できる方策を学ぶことができた」と、インドで 2回の

ポリオ予防接種活動に参加したロッチェルさんは話し

ます。「インドでも米国でも、予防接種は政府主導で行

われます。しかし、成功に不可欠なのはロータリアンに

よるサポートです。私たちは、最前線の保健従事者を

バックアップできます。ノースカロライナのロータリアン

たちによる取り組みは、本当に素晴らしいと思います」 

 

クラブに指針を提供する新しい合同タスクフォース 

クラブ：新型コロナウイルスにかかわる活動をロータリ

ーショーケースでご紹介ください。 

国際ロータリー理事会とロータリー財団管理委員会

は、12月の会合で、今後のコロナワクチンの配布と接

種の呼びかけにおいて指針を提供する合同タスクフォ

ースを設置しました。新たに結成されたこのグループ

は、ワクチンに対する理解と受け入れを促すための情

報をシェアし、コロナウイルスの感染拡大を食い止める

ための活動（ソーシャルディスタンス、マスク着用、頻

繁な手洗いの促進など）を奨励していきます。 

 

地区リーダーに宛てた合同メッセージの中で、クナー

ク会長とラビンドラン管理委員長は、「ロータリー会員

はこれまで、数百件ものグローバル補助金とプロジェク

トを通じて、コロナウイルスに関する啓発、重要な防護

具の寄贈、前線で闘う医療従事者への支援を行って

きた」と述べ、ニーズを抱える人たちをロータリー会員

たちが支援してきた歴史に触れました。 

 

また、ワクチンへの抵抗に対して行動を起こすことの重

要性を次のように訴えました。「ワクチンへの強い抵抗

や誤解が広がりつつありますが、これに立ち向かうた

めに皆さまの力をお貸しください。各地で啓発を行うこ

とが極めて重要です。命を救うワクチンの力について、

メッセージを広げる必要があります」 

 

クラブは、地域社会での啓発活動、ワクチンの平等な

配布、感染拡大の阻止、大規模なワクチン接種を準備

する地元保健当局の援助など、さまざまな方法で地元

でのコロナワクチンの導入と配布を支援できます。 

 

ロータリーと世界ポリオ根絶推進活動（GPEI）のパート

ナー団体が築いたインフラは、既に新型コロナウイル

スとの闘いにも活用されています。GPEIは最近、コロ

ナワクチン接種開始に向けたサポートを行う準備が整

っていることを発表しました。 

 

★記帳メーキャップ受付（11：30～12：30）。 

6/22 

最終夜間例会 

6/29 

第 5週のため 

休会 

7/6  

会長・幹事 

新年度挨拶 

月/日 クラブ 例会場 プログラム 

6/16 

（水） 
鹿児島南 サンロイヤル 会員卓話 

鹿児島西 山形屋 クラブ協議会 

鹿児島 

西南 
ゆうづき 休会 

6/17 

（木） 

 

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 休会 

鹿児島 SW 
鹿児島東急

REI 
クラブ協議会 

6/18 

（金） 

 

鹿児島 山形屋 次年度クラブフォーラム 

鹿児島大学

アカデミー 
鹿児島 

大学 
会員卓話 

6/21 

（月） 
鹿児島中央 山形屋 ゲスト卓話 下鶴隆央様 

鹿児島 

令和 
鹿児島東急

REI 
休会 

6/22 

（火） 
鹿児島城西 

鹿児島東急

REI 会長・幹事任期満了挨拶 


