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2020～2021年度 テーマ Rotary Opens Opportunities　̶ ロータリーは機会の扉を開く ̶
2020～2021年度 R.I.会長 ホルガー・クナーク （ドイツ、ヘルツォークトゥム・ラウエンブルク・メルンRC）
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Club of Sasebo

令和　00　年　00　月　00　日　　　　　　　第　0,0005　回例会　　　　　　　　　　　NO　2 7 29 3,397 5

《本　　日》会員数 77 名（出席免除会員 22 名）・出席 55 名・欠席 22 名・ビジター 0 名・出席率 71.43 ％

《 7月15日》会員数 77 名（出席免除会員 22 名）・出席 61 名・欠席 16 名・メークアップ 0 名 

会 長 挨 拶
会長　加納洋二郎

　皆さん、こんにちは。
　早いもので7月も最後の週に
なりました。
　各地に被害をもたらした前線
もようやく北上して、これか
ら夏真っ盛りになりそうです。猛暑の中のマ
スク着用はかなり過酷な状況となりますので、
熱中症などにご注意ください。
　さて、先週のご挨拶のときに少し触れまし
たが、本来であれば始まっているはずのオリ
ンピックについてです。先日、池江璃花子さ
んが一年後に延期になったオリンピックに対
して素晴らしいメッセージを発信されていま
した。一年後の開催が無事実現できればと思
います。
　このオリンピックに関しての話ですが、実
は意外と忘れ去られて話題にならないのが
1980年に開催されたモスクワオリンピックで
す。日本はソビエトのアフガニスタン侵攻に
抗議して、USA西欧諸国に右に習えの形で出
場ボイコットしましたが、実はこの時もし平
和的に開催されていれば主だった球技で予選
を勝ち抜いて出場権を得ていたのが、ハンド
ボール男子とバレーボール女子でした。
　私は、当時ハンドボール界に携わっており
まして、26歳の現役選手でもあり、我らの仲
間たちがオリンピックに出場することで協会
内では盛り上がっていました。もし出場して
いたら、マイナー競技から今のサッカーのよ

うに脱皮できるチャンスでした。すべて運命
の定めであると思うしかないと思います。
　来年開催が実現すれば、ハンドボールも開
催国の特権で男女出場です。私もすでにチケ
ット購入済みで準決勝から観戦の予定でした。
むしろ来年は会長職も無事終了し、心置きな
く行けると思っています。コロナの終息を願
うばかりです。
　本日は、同期の星　山下尚登さんの卓話で
す。先週の廣瀬さんに続き、この7月はコロナ
感染防止対策上、クラブ内卓話をお願いしよ
うということで、急遽のお願いに応じてくれ
ました。本日はよろしくお願いします。

例 会 記 録
◯ロータリーソング「我等の生業」
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幹 事 報 告
幹事　納所　佳民

1．第2740地区ガバナー	 花島　光喜	さん
　地区社会奉仕委員長	 佐藤　　誠	さん
　社会奉仕事業アンケートご協力依頼が届き
ました。
　① 2020-2021年度社会奉仕事業予定
　　（添付資料あり）
　②2019-2020年度社会奉仕事業報告
　　（添付資料あり）
　2020-2021年度ロータリーデー開催につい
てのお願い

2．地区米山奨学委員長	 松田　洋一	さん
　米山記念奨学生の“出前卓話”ご利用のお
願いが届きました。
　①米山奨学生の出前卓話に関するお願い
　②「出前卓話」のクラブ対応について
　③2020学年度 米山奨学生名簿
　④出前卓話申込書

3．地区インターアクト委員長	 長戸　和光	さん
　2020-2021年度 インターアクト活動認定証
のご案内が届きました。
　添付資料
　①インターアクトクラブ活動認定証申請書
　② インターアクトクラブ活動認定証申請基

準と申請項目
　③ インターアクトクラブ活動認定制度設立

趣意書案
　④インターアクトクラブ活動認定証活用例

4．第2740地区ガバナー事務所
　2020-2021年度 RI日本事務局 財団室NEWS

（2020年7月号）が届きました。

5．白十字会理事長	 富永　雅也	さん
　白十字会役員人事のお知らせ
　平尾　幸一 さん（前理事）常務理事ご就任

朗遊会より
朗遊会幹事　坂元　　崇　

　8月1日㈯役員交代式記念ゴ
ルフコンペを、石盛ゴルフ場で
開催いたします。
　1日は、雨の心配はなさそう
ですが、暑くなりそうですので、
熱中症対策を十分にされて、ご参加お願いい
たします。
　時間は、11：00集合、11：20スタートとお伝
えしていましたが、11：12スタートに変更さ
れました。
　よろしくお願いいたします。

　8月1日㈯18：30よりワシントンホテルにて、
クラブ管理運営委員会の会合をいたします。
　出席できるメンバーは、よろしくお願いい
たします。

その他の報告
会長　加納洋二郎　

初盆のお知らせ
　本年初盆をお迎えになります方々は下記の
通りです。

〈ご本人〉
　故人　パスト会長 山縣　義道 様
　初盆は家族のみで執り行われます。
　また、「お別れ会」につきましてはあらため
てご案内いただきます。
　故人　パストガバナー・パスト会長 武井　洋一 様

〈ご家族〉
　増本　一也 会員　ご尊父　増本　　智 様
　坂根　　毅 会員　ご尊父　坂根　康伸 様

ニコニコボックス
出席・例会委員会　中島　　顕

加納洋二郎	会長、納所　佳民	幹事
福田　金吾	副幹事、米倉洋一郎	さん
草津　栄良	さん、大神　吉史	さん
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北野　慎司	さん、福田　金治	さん
古賀　　巖	さん、井上　斉爾	さん
増本　一也	さん、富永　雅弘	さん
岡　　英樹	さん、坂元　　崇	さん
筒井　和彦	さん、廣瀬　章博	さん
吉澤　俊介	さん、芹野　隆英	さん
中川　知之	さん、平尾　幸一	さん
黒木　政純	さん、木村　公康	さん
髙田　俊夫	さん、松尾　慶一	さん
松尾　　貴	さん
　山下尚登さんの卓話に期待して、ニコニコ
いたします。

遠田　公夫	さん
　7月26日㈰の夏井いつき俳句の句会ライブ
で、何と親和銀行のY常務がグランプリを獲
得されました。夏井先生も絶賛でした。いず
れ市内主要箇所に展示いたします。
　お陰様で、大盛況のうちに終了いたしまし
た。この後、14日間が心配です。

遠田　公夫	さん
　先日、白山陶器にて娘の嫁入り用食器一式
を準備させていただきました。
　松尾さん、いろいろとサービスありがとう
ございました。

◇
ニコニコボックス 本日合計　　 27,000円
 累　　計　　177,000円

卓　　　　話
『新型コロナウイルス感染拡大に伴う医療
物資の供給について』

会員　山下　尚登	さん
（山下医科器械㈱　代表取締役社長）

　国内で新型コロナウイルスの
感染者が出たのが6カ月以上前
の1月16日㈭でした。また、政
府が新型コロナウイルス感染症
対策本部を設置したのが、1月
30日㈭でしたが、すでに武漢からのチャータ
ー機第一便が29日に到着していました。
　当社で新型コロナの対応を初めて行ったの
が1月21日㈫でした。中国にて4人コロナ感染
で亡くなったという記事がありましたので、
すぐに「マスクなどの感染症対策商品の在庫
数量の確保」と「社員および家族に対する備え」
を社内に指示しました。これで感染症対策の
在庫量を通常の4カ月分の確保と備えができま
した。
　しかし、その後パニックとなり、医療機関
のお客様からの需要が2倍となりましたが、仕
入れが滞る事態となり、この時に露呈したの
が「日本国内のマスクは中国依存度が8割」と
いう事でした。
　更に、4月に入り感染者が全国的に急増し、
医療崩壊的な騒ぎとなり、サージカルマスク
よりN95マスク、マスクより医療用ガウンが
足りないということになりました。
　その頃、政府より調達した医療物資を各都
道府県に備蓄品として配布するという情報が、
医療機器の業界を通じて流れてきておりまし
た。しかし、医療現場に配布されたような形
跡がなく、政府の厚生労働省医政局経済課の
マスク等物資対策班（通称マスク班）に直接
電話をして聞いたところ、「すでに各都道府県
に備蓄品として配送済みである。現場の医療
機関に届いていないとすると、その先をチェ
ックするシステムが必要かもしれない」とい
うお話でした。
　マスク工業会のHP配布状況サイトによる
と、2018年度国内で流通したマスクは55億
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（今週の担当：坂根　　毅）
（カメラ担当：浦　　義浩）

クラブ会報・広報委員会 委 員 長　大久保利博　　委　員　 萩原多恵士 ・ 陣内　純英
副委員長　安福　竜介　　　　　　 坂根　　毅 ・ 浦　　義浩

3800万枚で、国産品が11億1100万枚、輸入
品が44億2700万枚で約8割となります。また、
家庭用が42億8400万枚で全体の77%を占め、
医療用は9億9500万枚で18%に過ぎません。
　台湾は、新型コロナに対する初動がどこの
国よりも早く、昨年の12月31日に封じ込め戦
略に着手し、その夜から武漢からの乗客の検
査を始め発熱者は入院させました。WHOが到
着する1週間前の1月12日、台湾から当局者が
武漢に飛び、警戒を要すると確認し、20日ま
でに緊急指令センターを設置したところ、21
日台湾で初めて感染者が確認されました。
　1月24日には医療用マスクの輸出規制措置
を発表し、25日には中国人の入国制限を実施、
中国からの団体旅行者を1月末までには台湾か
ら出国させました。今日現在、死亡者は7人の
みです。今やマスク生産では、5月中旬におい
て1日約2000万枚の生産能力を誇るようにな
り、中国に次ぐ世界第二位となりました。
　サージカルマスクは、手術で使うため血液
等の液体が浸み込まないようになっています。
自力呼吸が可能な場合はまず人工呼吸器で肺
の機能を補い、重症化し肺が呼吸機能を失っ
た場合は、人工心肺装置いわゆるECMO（エク
モ）が必要となります。
　最近では、最大12検体を約2時間40分で判
定する新たなPCR検査装置に加え、唾液を使
って25分で感染判定可能なSATIC法や新型コ
ロナウイルス抗原を測定する抗原検査試薬な
どが国内において発売されました。30秒でコ
ロナを無力化させる深紫外線が注目されてい
ます。

＊8月  例会卓話者予定＊ 

8月 5日 遠田公夫第5Gガバナー補佐訪問

 クラブ協議会

8月12日 指定休会

8月19日 花島　光喜ガバナー公式訪問

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

未定

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊

未定

＊ 西海学園IAC、長崎国際大学RACにご出席されますと、
メークアップにもなりますのでご活用ください。

＊ RACへご出席される方はお食事の要・不要の確認を
いたしますので、事務局までお知らせください。


