本日の卓話 谷口英樹会員の「今そこにある脅威について」より
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［今 日］

［ 今月/来月 ］

例 会

行 事

会長報告（河津延雄君）
皆さま、こんにちは。本日もご出席ありがとうございます。本
日の来訪者は熊本第 4G ガバナー補佐の木村

初様です。よろしく

お願いいたします。そして、本日の卓話は新入会員卓話となって
います。去年 8 月に入会されました NTT 西日本 ビジネス営業部長
の谷口英樹さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
先ほど親睦活動委員会の IM が開催されました。議案は 3 月 29
日開催予定の花見の会開催についてでした。会場は徳永会員の「と
くなが中の瀬本店」です。今日の例会後の定例理事会に諮り承認
されれば開催となりますが、感染対策も行われるとの事ですので

今日の例会
1 今日の歌
2 来訪者紹介
3 会長・幹事報告
4 会員卓話 松茂信吾君

大勢の方に参加していただければと思っています。スケジュール
の都合もあると思いますので日程だけご連絡させていただきま
す。
先週報告させていただきました 2 月 28 日に開催されました地区
RA 年次大会は「全員登録」（登録料 2,000 円）のため事務局から

今月・来月の行事

も案内が届いていますが熊本南 RAC から会員全員にお土産・記念

3/27 IAC 委員長連絡協議会＠Zoom
3/29 花見の会＠とくなが中の瀬店
4/18 2021-22 地区研修・協議会＠Zoom

品が直接配送されていますので改めてお知らせいたします。
熊本県の新型コロナウィルス感染症のリスクレベル発表は昨年
は水曜日でしたが、今年からは金曜日発表に変更されています。

熊本南 RC 事務局 〒860-8536 熊本市中央区上通 2-1 ホテル日航熊本内 TEL096-211-2720 FAX096-211-2721 E-mail:info@kumamoto-southrc.org

先週金曜日の発表でもレベル 3 を継続しています。先週

○江南 RC～定款に基づき休会

から熊本県でも予防ワクチンの医療関係者への接種も

[日

程] 3 月 31 日（水）12：30～

始まりましたが海外からのワクチン供給量の問題もあ
り、私たち一般人全員への予防接種はいつ終了するか正

幹事報告（丸山浩之君）

式な見通しはつかないのが現状だと思います。昨年末に

1.姫路南 RC より2月週報が届いております。

卓話をお願いしていました KM バイオロジクスの永里社

2.例会終了後「2020-21（今年度）定例理事会」及び

長が 2 月 10 日放送の BS フジ LIVE プライムニュースの

「2021-22（次年度）臨時理事会」 を開催いたします。

「国産ワクチンの現状と行方を聞く」と題した番組に出

関係各位はご参加をお願いいたします。

演され国立感染症研究所などと、感染能力や毒性をなく

3.RI 第2720地区 大森ガバナーエレクトより RI 第2720

したウィルスを使った”不活化ワクチン”の開発状況に

地区 2021-22年度地区役員委嘱状が届いております。

ついて話されていました。そして 2 月 17 日には医薬品

（寿崎

肇会員・堀川貴史会員）

の承認審査などを行う機関『PMDA』に人への安全性や有
効性を確認する治験のための届け出を提出されました。

2020-21年度定例理事会報告（河津延雄君）

今後、審査され 3 月中に治験が始まる予定です。尚、KM

1.花見の会について

バイオロジクスではイギリスのアストラゼネカから供

⇒3/29（月）とくなが中の瀬本店にて開催が承認されま

給されるワクチン原液を合志事業所で製剤化する契約

した。
（参加者は RC 会員と熊本南 RAC 会員、熊本南 RAC

も結んでおられます。国産のワクチンが早く承認されれ

の会費はクラブが一部負担、移動は各自手配）

ばよいと思われますが、治験に時間がかかるとの事で 23

2.例会食事について

年頃の生産開始を予定しているとの事でした。新型コロ

⇒4月より通常の食事とすることが承認されました。

ナウィルスの影響を受け、政府は東京五輪・パラリンピ

3.例会休会中の会費について

ックについて海外からの観客受け入れを見送る方向で

⇒1月、2月会費請求なしとすることが承認されました。

今月中に調整するとしています。また観客人数の上限規
制は 4 月に決定するとの事ですが、感染状況の急激な減

2021-22年度臨時理事会報告（玉田光識君）

少は中々難しい状況だと思います。新型コロナウィルス

1.SAA の選出について

感染症対策としてはやはり供給が安定する国産ワクチ

⇒喜讀宣友会員が承認されました。

ンの開発が急務で熊本の KM バイオロジクスに期待した
いと思います。

■2021-22年度地区役員伝達式

以上、会長報告です。

□寿崎

肇君（諮問委員会委員）

□堀川貴史君（地区戦略計画委員会委員、危機管理委員
会委員長、R 財団補助金審議委員会委員、地区事務所

出席報告（藤山直秀君）

運営委員会委員）
会員数

出席数

出席率

６２名

４０名

６５．５７％

出席規定適用免除者
名誉会員

2名

欠席記録免除者 1 名

０名（会員数には含まれません）
熊本第4G ガバナー補佐挨拶（木村

例会変更のお知らせ

初様）

○西稜 RC～定款に基づき休会
[日

程] 3 月 8 日（月）18：30～

○江南 RC～昼例会に時間変更
[変更前] 3 月 10 日（水）18：30～
[変更前] 3 月 10 日（水）12：30～

皆さま、こんにちは。来週3月14日（日）RI 第2720地

○中央 RC～定款に基づき休会
[日

区 2020-21年度地区大会が初の試みでライブ配信での

程] 3 月 19 日（金）12：30～

開催となります。アクセスも簡単ですので、皆さまには

○江南 RC～創立記念例会のため時間変更

ぜひご視聴いただきますよう、よろしくお願い申し上げ

[変更前] 3 月 24 日（水）12：30～

ます。

[変更前] 3 月 24 日（水）18：30～
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新入会員自己紹介 第 3 回目（川崎

博君）

みが可能なのか改めて考える時を迎えているのでは
ないでしょうか。
」という事で、各 RC の取り組みが紹
介されております。我々が住む、熊本も全国有数の水
の郷です。水のありがたみを今一度実感するきっかけ
になればいいと思います。14～17 ページには、「アイ
デアでコロナ禍を乗り切るローターアクター」では、

皆さま、こんにちは。私は38年間新聞社に勤務してお

ローターアクターたちの新しい取り組みが紹介され

りましたが、26年間は編集局に属して記者をしておりま

ています。18～21 ページには、シェカール・メータ

した。主に経済担当でしたが、新人の頃は警察署回りに

RI 会長エレクトの紹介記事が掲載されています。

行かされます。当時警察署で河津会長にもお会いしたこ

続いて縦書きです。4 ページから 8 ページまで『企

とを懐かしく思い出します。新聞記者をしていて一番面

業による共助「業助」災害に備えるために企業がすべ

白いと思うのは、例えば入社1年目でも偉い人に会える

きこと』の記事では、ロータリアンのつながりや取り

ことです。印象深く残っているのは入社2～3年の頃、本

組みを、災害を乗り越える地域コミュニティ形成への

田技研工業創業者の本田宗一郎さんと宴会で歌ったり

貢献の一助として、今後も拡大、盛り上げていただけ

踊ったり大騒ぎしたことです。それともう一つ、昔大洋

ればと思います。と長岡造形大学の福本さんの話が掲

デパートという所がありましたが、昭和48年104名の死

載されています。歌壇では、熊本中央 RC の波佐間会

者を出す火災事故が発生しました。その後、しばらくし

長の歌が掲載されています。ロータリーアットワーク

て営業再開したものの業績が思わしくなく事実上倒産

では、熊本東南 RC のクレーン車見学＆ハロウィーン

しますが、会社更生法申請をスクープすることができま

ごっこの記事が掲載されています。

した。きっかけは些細なことでしたが、小さなことでも
きちんと報告があったからこそであり、朝刊一面のトッ

●スマイルボックス（三角雄介君）

プを飾ることができました。ビジネスでよく使われる

○木村

初様（熊本第4G ガバナー補佐）

「報連相（ほうれんそう）」がいかに大事か、仕事をす

ガバナー補佐の木村

る上で常に心がけるようにしています。

お伺いさせていただきました。
○河津延雄君・後藤

Ⅱ

初です。本日は後期のご挨拶に
博君・丸山浩之君・玉田光識君

委員会報告

坂本幸樹君・森本康文君

●雑誌委員会（桑原幸雄君）

熊本第4G ガバナー補佐 木村

初様のご来訪を心より

歓迎いたします。どうぞ例会をお楽しみください。ま
た、本日の卓話者 谷口英樹会員の卓話大変楽しみに
しています。
○堀川貴史君
木村
皆さま、こんにちは。今月のテーマは水と衛生月間

初G補佐のご来訪を歓迎してスマイルいたしま

す。いつもご指導ありがとうございます。

です。また、3 月 8～14 日は世界ローターアクト週間

○園田修司君・漆島典和君・古財良一君・三角雄介君

です。3 ページに RI 会長メッセージが掲載されており

大津英敬君・松茂信吾君

ます。「多くのロータリアンがローターアクトをいま

本日のご来訪者 熊本西南RCの木村様を歓迎いたしま

だに青少年の団体として見ていますが、私にとっては、

す。また、本日の卓話者 谷口会員にスマイルします。

ローターアクトは私たちの一部であり、私たちと同じ

「今そこにある脅威について」という題目は我々脅威

ような存在なのです。どちらも発展していくためには、

が多い者にとっては非常に興味深く楽しみです。

互いに敬意を持ち、互いを対等の存在として見なけれ

○興梠一喜君

ばなりません。ローターアクトをありのままに理解し

いつもお世話になっています、本日谷口会員の卓話楽

ましょう」とローターアクターを重点的に取り上げて

しみにしております。御社のお名前近頃よく聞きます

あります。7 ページから 13 ページまでの特集「安全で

が負けずに頑張ってください。

きれいな水を考える」では、「日本では、水と安全は

○濵﨑剛自君

タダの意識がまだまだ残っているかもしれませんが、

今年初めての例会参加となります。本年もよろしくお

いつまでその状況が続くのか意識されたことはあり

願いいたします。また、本日の卓話者 谷口英樹会員

ますか？コロナ禍の中、新しい生活様式の整備が急が

に心から感謝いたします。

れています。水についてもロータリーはどんな取り組

3

○谷口英樹君
今年最初の卓話を仰せつかりました。本日はうまく伝
えられるか不安ですが記念にスマイルします。
●会員卓話（森本康文君）
「今そこにある脅威について」

谷口英樹君

◆RI ニュース（国際ロータリーHP より）
「ロータリーと USAID のパートナーシップ」

国際ロータリーと USAID による国際 H2O 協力とは、水
と衛生プロジェクト（Water, Sanitation、Hygiene＝
WASH）の改善を通じて長期的な変化をもたらすことを
目指す、ロータリーと米国国際開発庁（USAID）との
間のパートナーシップです。このユニークな官民合同
プロジェクトは、互いの強みを生かして進められてい
ます。グローバルなネットワークを誇るロータリーは、
募金や現地での諸調整を担当し、USAID は活動の立案、
実施、システムの運営や管理における現地関係者への
指導、地元の人びとへの教育などを担当しています。
私たちの活動
ロータリー会員は、USAID、政府機関と協力し、地域
社会、学校、診療所で、モニタリング、検査、促進、
助言、指導を行います。最初の活動は、ドミニカ共和
国、ガーナ、フィリピンで水と衛生プロジェクトを実
施し、第 2 の活動として、ロータリーと USAID が共同
で、ガーナ、マダガスカル、ウガンダの各国に 400 万
ドルの支援を行うことを決定しました。ロータリーが
約束した各国の 200 万ドルの支援金のうち、その国の
ロータリークラブが、20 万ドルを募金することを目指
しています。
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