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創 立  昭和32年３月２３日 

RI承認  昭和32年４月１５日 

会  長   田 中 英 子 

副会長   石 毛   充 

幹  事   髙 瀬 幸 雄 

会  計   常世田 祐 一 

例会日時 毎週水曜 12:30～ 

例会場  銚子商工会館５階大会議室 

事務所  銚子市三軒町19-4 

     銚子商工会館４階 

電 話  0479-23-0750 

ファクス 0479-25-8789 

E‐mail   rotary@choshinet.or.jp 
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2020-2021年度 ＲＩ会長テーマ 

ロータリーは機会の扉を開く 

ROTARY OPENS OPPORTUNITIES 

ＲＩ会長 ホルガー・クナーク 

 

国際ロータリー第2790地区 

銚子ロータリークラブ会報 

第２７９０地区 

ガバナー漆原 摂子 (勝浦RC)  

広報・会報委員会   

委員長  金島   弘  

副委員長 大岩 將道  委 員 上総 泰茂 
  

 
 

今週のプログラム 

「ＩＣＴを活用した働き方改革 」 

副島 賢治会員 

 

前回例会報告（１１月１１日） 

点 鐘：田中 英子会長 

ロータリーソング：我等の生業 

四つのテスト唱和 

ビジター紹介： 
地区ロータリー財団委員会奨学生・学友小委員会 

委員長 冨 一美様（成田空港南 RC） 

会長挨拶 
本日は、第2790地区ロータリー財団委員会 

奨学生・学友小委員会委員長 冨 一美様にお

越し頂いております。冨様には、後程卓話をお願

いしておりますので、どうぞよろしくお願い致

します。 

先週１１月７日（土）第 2790地区ガバナー事

務所会議室にて、「ロータリー談義の集い」が開

催されました。これは、地区内 82クラブを全 14

回に分けての草の根的な自学自習の集いで、一

回あたり 6 クラブから推薦された 6 名の会員が

ガバナー事務所に集い、パストガバナー1 名に、

地区委員、全員で 12名限定の小集会です。全 14

回のうちの第 3 回目が開催され、当クラブから

はロータリーに精通していらっしゃる島田会員

に参加して頂きました。島田会員、お疲れ様でし

た。機会があれば、ぜひその様子等、会員の皆様

にお話しして頂けたらと思います。 

さて、ここ最近、北海道でのコロナウイルス感

染者が急激な増加傾向にあり、東京都でも、大阪

でも一向に減少の兆しは見られません。国は、6

月19日に新型コロナウイルスの感染者との濃厚

接触の可能性を知らせる接触確認アプリ「COCOA」

を公開しました。これはコロナウイルス感染拡

大を防ぐ「クラスター対策」の一つに位置づけら

れ、多くの人が使うほど、感染拡大の防止効果が

期待されています。このように新型コロナウイ

ルスの拡散を抑える上で重要な「接触者追跡」は

最近ニュースで耳にする言葉ですが、公衆衛生

の分野では前世紀からこれが礎となってきまし

た。 

1937 年、当時の米国の公衆衛生局長官であっ

たトーマス・パレンが梅毒対策に関する本

『Shadow on the Land』を執筆し、接触者追跡

について細かく説明して以来、接触者追跡は、性

感染症及び、はしかや結核といったワクチンで

予防可能な感染症の拡大を抑える重要な手段と

なってきました。天然痘は、全人口への予防接種

ではなく、感染者との接触者を見つけ、その人た

ちにワクチンを投与することで根絶されました。

接触者追跡は、ポリオ根絶に向けた進展におい

ても重要な役割を果たしています。 

接触者追跡は感染症の種類を問わず、同じ前提
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に基づいています。それは、感染者と接触した人

を迅速に特定し、その人たちをモニタリングす

ることで、接触者が発症した場合に適切な診断

と治療を行い、予防接種や隔離を通じてさらな

る感染拡大を予防することです。 

ただし、感染症の種類ごとに違う点もあります。

それは、「接触者」の定義だそうです。調査員は、

感染症の特徴に注目し、ウイルスがどのように

拡散するのかを判断した上で、感染リスクの高

い人を特定します。インフルエンザなど急速に

広がる感染症は、そのペースに追いつくのが困

難となります。新型コロナウイルスの感染経路

の特定が難しいのも、それが一因であり、また、

コロナウイルス追跡のもう一つの課題は、ポリ

オと同じく、感染者の多くが無症状であること

です。 

2020 年 8 月 25 日にアフリカ地域で野性型ポ

リオが根絶されましたが、ナイジェリアの WHO

と共に活動する公衆衛生医師、ローズマリー・オ

ニベさんによると、ナイジェリアでは政府に対

する信頼感が全体的に薄く、新型コロナウイル

スが本当であると信じない人も多いため、信頼

されたネットワークが一層必要であると言いま

す。地元自治体は、ポスターやプレゼンテーショ

ンを通じてウイルスに関する情報提供者となる

市民を養成し、保健医療施設では、コロナウイル

スの監視を行う医療従事者への研修を WHO が支

援しています。  

オニベさんは言います。「ナイジェリアで築かれ

たポリオ根絶活動の仕組みのおかげで、ほかの

感染症の流行に迅速かつ効果的に対応できてい

ます。草の根レベルから国レベルにいたるまで、

既に知識を備えた人がいるからです。ナイジェ

リアがエボラの終息に成功し、新型コロナウイ

ルスと闘うことができるのも、そのおかげです。

世界はこのことを国際ロータリーに感謝すべき

です」と。ロータリーの目標である、ポリオ根絶

活動が世界を脅かす新型コロナウイルス感染症

対策にも役立っているということは、ロータリ

アンとして、大変喜ばしいことです。 

一昨日、米製薬大手のファイザーは 9 日、

ドイツのバイオ企業ビオンテックと開発

中の新型コロナウイルスのワクチンにつ

いて、「90%以上の予防効果があった」とす

る最終の臨床試験（治験）の初期結果を発

表しました。安全性の確認が終われば、月

内にも米食品医薬品局（FDA）に、緊急時使

用の許可申請を出すとのことですが、私た

ちにとって身近なワクチンになるまでに

は、まだまだ時間がかかりそうです。 

しばらくは、マスク、手洗い、換気に、ソ

ーシャルディスタンスを保ちながら、少々

窮屈ではありますが、みんなでコロナ禍を

乗り切っていきましょう。 

幹事報告 
1. RLI通信 2020年 8月号のお知らせ 

2. RLI 実行委員会第 1 回ブラッシュアップセミ

ナーのご案内 

3. 国際大会参加推進委員会よりご案内 第２弾 

4. 規定審議会クラブ提出制定案承認（郵便投票）

の件 

5. 地区米山記念奨学会学友会忘年会のご案内 

6. ２０２０年１０月ＭＣＲレポート 

…ガバナー事務所 

7. ロータリー年次大会台北大会参加旅行募集

案内…東日観光㈱ 

【例会変更】 

旭ＲＣ 

11月 13日(金)振替休会→17日(火)Ｇ公式訪問 

27日(金)振替休会→29日(日)R情報研修会 

会員の記念日   

松本 恭一会員   櫻井 公恵会員 

(11月 9日）     (11月 9日) 

 

結婚記念日 寺内 忠正会員(11月 8日) 

 

ニコニコＢＯＸ  

✧地区奨学生・学友小委員長 冨一美様 

本日はお招きいただきありがとうございます。 

✧田中会長・髙瀬幹事 

冨委員長卓話宜しくお願い申し上げます。術後

と聞いています。力を入れずにお願いします。 

✧金島弘会員 

冨さん 昨年はモンゴルで大変お世話になりま

した。本日は卓話宜しくお願い致します。 

 

http://www.asahi.com/topics/word/%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84.html
http://www.asahi.com/topics/word/%E6%96%B0%E5%9E%8B%E8%82%BA%E7%82%8E.html
http://www.asahi.com/topics/word/%E3%83%AF%E3%82%AF%E3%83%81%E3%83%B3.html
http://www.asahi.com/topics/word/%E8%87%A8%E5%BA%8A%E8%A9%A6%E9%A8%93.html
http://www.asahi.com/topics/word/%E7%B1%B3%E9%A3%9F%E5%93%81%E5%8C%BB%E8%96%AC%E5%93%81%E5%B1%80.html
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✧佐藤直子Ｒ財団委員長 

本日は地区奨学生・学友小委員長の冨一美様を

お招きすることが出来ました。冨様と銚子ＲＣ

は何かとご縁があり、本日も快く卓話をお引き

受け頂きまして有難うございます。宜しくお願

い致します。 

✧宮内清次会員 

終息の見えないコロナ禍にあってオンライン例

会が関係者（副島さん、櫻井公恵さん、須永さん）

の協力で成功しました。これからも老人を助け

てがんばりましょう。 

✧田中英子会長 

先週はオンライン例会に多数ご参加頂き、誠に

ありがとうございました。出席率は今年度最高

の８９．４７％でした。会員の皆様の進取の精神

に心より感謝申し上げます。 

✧副島賢治例会運営委員長 

先週のオンライン例会無事に終了しほっとして

います。皆様のご協力、誠にありがとうござい

ました。 

卓 話 

「RID2790 2020-21年度財団学友の 

ロータリー並びに社会への貢献度について」 
地区ロータリー財団委員会奨学生・学友小委員会 

委員長 冨 一美様（成田空港南 RC） 

 

工藤幸介君の中間報告 
私のキャリア目標は、ロータリー

の重点分野の一つである平和と紛

争予防・紛争解決に貢献することで

す。国際開発学研究科（IHEID）で学

んだ奨学金の経験は、将来のキャリ

ア目標を実現する上で非常に役立

っています。 

私は現在、スイスのジュネーブにある国際開発研

究大学院の国際関係学修士課程に在籍しています。

専攻はグローバルセキュリティ、副専攻はパワー・

紛争・開発です。私は、国際関係における民間企業

の役割に常に関心を持っています。なぜならば、民

間企業は、資源の創出、問題解決の促進、技術の進

歩、公共財の提供など、経済的・政治的影響力の面

で、すでに私たちの社会において非常に重要な役

割を果たしていると思われるからです。この点で、

現在の世界の平和を高めるためには、民間企業の

視点を理解することが不可欠であると私は強く信

じています。しかし、国際関係論の多くは国家中心

の考え方に基づいており、民間企業の重要性を見

落としており、官民二分法が通用しなくなった世

界の現実を捉えきれていないと感じています。そ

のような中で、私は幸運にも一年間を通して安全

保障の民営化について学ぶ機会に恵まれました。

その中でも、アンナ・リアンダー教授との「商業安

全保障の政治学」は特に刺激的でした。最も重要な

公共財の一つである安全保障は、すでに大規模な

民営化が行われており、今後もその傾向は継続・拡

大していくという事実に衝撃を受けました。また、

フォーラムの事務局であるジュネーブ安全保障セ

クターガバナンスセンター（DCAF）との学校研究プ

ロジェクトの一環として、民間安全保障産業の効

果的な監視メカニズムを促進するための実践的な

手段を提供するモントルー文書とそのフォーラム

のアウトリーチ戦略を探る機会もありました。 

これらの経験が、現在私が民間安全保障ガバナン

スに非常に興味を持っている主な理由であり、論

文のためにこのテーマについてさらに研究するこ

とを決意しました。この研究所での2年目は、官と

民の境界線が複雑に絡み合った領域をさらに理解

するのに役立つと確信しています。 

Ｄ2790財団学友渡航先 どの国にどれぐらい？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

持続可能性とは 

ロータリーの補助金が使い尽くされた後にも、

地域社会の自力でニーズに応えていけるような

長期的な解決策をもたらすこと。これが、ロータ

リーの重視する「持続可能性」です。 
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あなたにできること 

ロータリーの奨学金を通じて身につけた知識や

スキルを他の人にも伝える 

自分がもつ知識やスキルを活かして、研修や指

導を行う 

 

知名度の高い財団学友のご紹介 

ロータリー財団学友 

ロータリーは、現在もまだ続けているコースに

私を乗せてくれました。もし私が国際親善奨学

生としてアメリカの大学に行かなかったならば、

国際理解の研究に従事しようとは思わなかった

でしょう。 

緒方貞子氏（2019年逝去） 

元国連難民高等弁務官 

ロータリー財団奨学生 

（1951-52）2期生 

日本女性ではじめての奨学生 

 

 

宇宙飛行士 山崎 直子氏 

もっと多くの人

に宇宙を体験し

てほしい。 

きっとそれは、

世界平和にも繋

がっていく。 

 

財団学友勤務先等一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財団学友 50周年式典 2021年 11月 6日開催予定 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 

髙橋宏資クラブ研修・情報委員長 
 

ロータリーの

友１１月号 

紹介 

 

 

 

 

【出席報告】  

会員総数 ３７名 出席計算３３名  

出  席 ２６名 欠  席  ７名 

出席率  ７８．７９％ 

欠席者： 泉君・宮内(龍)君・大岩君 

多部田君・吉原君・鈴木君 

高橋宏明君 

【Ｍ Ｕ】  

11/15第 2回 RYLA実行委員会 須永君 

【ニコニコ】 

 

ニコニコ BOX ￥26,000 計 ￥275,500 

スモールコイン ￥ 3,657 計 ￥ 21,443 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥ 20,591 

希望の風 ￥25,100 計 ￥114,120 

次週（１１月２５日）プログラム 

「ロータリーと共に」 

 第８グループガバナー補佐 大塚 榮一様 

お弁当：大新（幕の内） 

 

 

 

 


