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本日　１月19日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「二人五脚の暮らしはいかが～犬猫も高知家のいち員やき」

NPO法人アニマルサポート高知家 理事長 吉本　由美 氏

次週　１月26日㈬ 12：30 高知中央自動車学校
　　　職場例会
　　　 「60周年、地域安全センターとしての歩み！」

㈱高知中央自動車学校 代表取締役社長 岡　今朝男 会員

第2516回　例会報告／令和３年12月22日　天候　晴　忘年夜間例会
◇ロータリーソング
  「きよしこの夜」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんばんは。
水曜会の皆さま、ようこ
そいらっしゃいました。
今年最後の例会となりま
した。
　今月は「疾病予防と治療」

月間ということもあり、先日、シェカール・
メータＲＩ会長、ジョン・ジャーム財団管理
委員長から、新型コロナウイルス予防接種に
関する国際ロータリーとロータリー財団の見
解表明が送られてきました。前川年度から竹
村年度、そして今年とコロナ３兄妹年度とな
っています。できれば、浦田年度には引き継
ぎたくないと思っています。
　見解表明の主な内容をお知らせします。
　全世界における予防接種こそが、新型コロ
ナウイルスの世界的流行及び新たな変異種の
出現を阻止するための方法であり、ロータリ
ーは予防接種を指示し、現時点でワクチンを
受けることのできる全ての人に対し強く奨励
しています。誤情報がインフォデミックとな
り、新型コロナウイルスとの戦いを妨げてい
ます。インフォデミックというのは、インフ
ォメーション・情報とエビデミック・流行、
つまり情報の急速な伝染の造語で、2003年
SARS流行の際に使われ始めた言葉です。そ
の意味は、正しい情報と不確かな情報が混ざ

り合い、人々の不安を煽る形で増幅・拡散さ
れ、信頼すべき情報が見つけにくくなる、あ
る種の混乱状態です。
　国際ロータリーとロータリー財団では四つ
のテストに従い、科学に基づく情報を全員に
提供することに力を注いでいます。ロータリ
ー国際本部の国際ロータリー職員には、2021
年10月10日現在で予防接種が義務付けられ、
雇用の条件になっており、接種率は99％を上
回っています。ロータリーは新型コロナワク
チンの世界的アクセスと配布に力を注いでい
るＷＨＯ（世界保健機構）とユニセフ（国連
児童基金）とパートナーシップを組み、多数
のロータリークラブが感染予防に深く関わっ
ており、複数の中低所得のワクチン配布を促
進しています。
　予防接種率の低い地域では、子どもの入院
率が急増しており、全ての子どもにワクチン
を接種するまで、子どもを保護する最善の方
法は大人への予防接種です。ロータリークラ
ブとローターアクトクラブに対し、人々の模
範になることと、新型コロナウイルス感染症
の治療・予防・ワクチン接種を支援する取り
組みを増幅させることが奨励されています。
　高知県でも新型コロナウイルス感染症の経
口治療薬配分の検討がなされています。また、
12月25日からは、はっきりしないことも多い
中ですが、ワクチン検査パッケージ制度が始
まります。健康上の理由や12歳以下のワクチ
ンを受けられない方を対象とした、社会経済

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

ています。昔、テレビっ子という言葉があり
ましたが、私どもでは「テレビじじい」と呼
ばれています。
　愛読書は「週刊現代」と、本当に中身のな
い生活をしています。また、最近はめっぽう
物忘れがひどくなり、人の名前がなかなか出
てきません。電気の消し忘れ、蛇口の締め忘
れ等もあって、家内からは「あんた、ボケち
ゃあせんかえ」と言われます。そこで、私は
「may beかもしれない」と、そのようなこと
を言って夫婦仲良く、平凡な暮らしをしてい
ます。このような者に会長が務まるだろうか
と、自分自身、本当に心配をしているところ
です。
　さて、クラブには先輩の教えというものが
いくつかあります。
　猿田さんは「ロータリーに入っておったら
潰れん」と。まさにコロナ禍、いつ潰れても
おかしくない時代、心の支えとなる言葉です。
また、幹事をさせていただいたときの会長、
前田さんは「下手でもかまん。一生懸命やれ
ば相手に熱意は伝わる」この教えをもとに真
剣に一生懸命、そして、ちょっと冗談を言い
ながらやっていきたいと思っています。どう
か、皆さんよろしくお願いいたします。
　幹事につきましては、今日は仕事で欠席を
していますが、中西さんにお願いしました。
物事には順番、仕事には手順があります。そ

のとおりにいけば、必ずかちっとしたことが
できると私自身思っています。中西さんには
「クラブ計画書の35ページに、幹事は中西さ
んに頼まないかんと出ていた」と言って、順
番が来たからということで受けてもらいまし
た。
　今日をスタートとして早速準備にかかりま
す。つきましては、皆さんにはどうかご指
導、ご協力をいただきますことをお願い申し
上げる次第です。
　最後に、本日ご出席の皆さんだけのご健
勝、ご多幸をご祈念申し上げ、あいさつとさ
せていただきます。どうぞよろしくお願いい
たします。
◇会　長　報　告
•過日、当地区の篠原パストガバナーがご逝
去されたとのこと、ご報告します。
◇幹　事　報　告
•市内クラブの事務局は12月29日㈬から１月
３日㈪までお休みです。

•𠮷永光男・佳子　次々年度会長、じじいの
年度、家内共々よろしくお願いいたします。

奉仕しよう  みんなの人生を豊かにするために

活動を行う際の検査及び感染拡大の傾向があ
る場合に、不安を感じる無症状者に対し検査
を受けることを都道府県知事が要請した場合、
薬局で検査を予約不要かつ無料で行い、結果
通知書を発行するというものです。恐らく、
この結果通知書がレストランやイベントなど
に行くとき、また宿泊のときなどに陰性証明
書代わりに使われるのではないかと思います。
この制度は来年３月までとなっていますが、
まだはっきりしたことが何も決まっていない
ので、もしかしたら３月以降、続くかもしれ
ません。
　県民の方がほとんど知らない中で、今月25
日には既に動き始めるもので、子どもさんな
どが心配な方は無料ですので、ぜひ受けてく
ださい。25日にすぐに始まるのは、県内でま
だ10ヵ所程度の薬局ですが、そのうちに100
軒以上で始まると思います。薬剤師会や県の
ホームページで調べれば、どこでやっている
か分かると思います。
◇お客様紹介（敬称略）
•ご家族
　石川　博子　　浦田日奈子　　沖　伸歩子
　猿田　静子　　寺尾　幸子　　西森　美和
　西内　恵子　　別役　佳代　　前田　　紀
　松﨑　範子　　𠮷永　佳子
•ピアノ伴奏
　小笠原貴美子

◇ピアノ伴奏の小笠原貴美子先生に、お礼を
お渡ししました。
◇水曜会へ寄付をお渡
ししました。

◇𠮷永光男次々年度会長あいさつ
　皆さん、こんばんは。
ひと言ごあいさつを申し
上げます。
　12月の年次総会におい
て、2023－2024年度の会
長を務めさせていただく

𠮷永でございます。改めて、クラブの皆さん、
小笠原先生、ご家族並びに水曜会のレディの
方々、家内共々どうぞよろしくお願いいたし
ます。
　私の趣味はゴルフとなっていますが、本当
はテレビを見ることが大好きで、朝起きると
すぐテレビをつけ、「マー姉ちゃん」をちょ
っと見て、それから会社に行って８時から
「カムカムエブリバディ」今度のは、なかな
か面白い。日中は仕事をしますけど、夜家に
帰るとまたすぐにテレビをつけ、寝るまで見
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です。
　さて、クラブには先輩の教えというものが
いくつかあります。
　猿田さんは「ロータリーに入っておったら
潰れん」と。まさにコロナ禍、いつ潰れても
おかしくない時代、心の支えとなる言葉です。
また、幹事をさせていただいたときの会長、
前田さんは「下手でもかまん。一生懸命やれ
ば相手に熱意は伝わる」この教えをもとに真
剣に一生懸命、そして、ちょっと冗談を言い
ながらやっていきたいと思っています。どう
か、皆さんよろしくお願いいたします。
　幹事につきましては、今日は仕事で欠席を
していますが、中西さんにお願いしました。
物事には順番、仕事には手順があります。そ

のとおりにいけば、必ずかちっとしたことが
できると私自身思っています。中西さんには
「クラブ計画書の35ページに、幹事は中西さ
んに頼まないかんと出ていた」と言って、順
番が来たからということで受けてもらいまし
た。
　今日をスタートとして早速準備にかかりま
す。つきましては、皆さんにはどうかご指
導、ご協力をいただきますことをお願い申し
上げる次第です。
　最後に、本日ご出席の皆さんだけのご健
勝、ご多幸をご祈念申し上げ、あいさつとさ
せていただきます。どうぞよろしくお願いい
たします。
◇会　長　報　告
•過日、当地区の篠原パストガバナーがご逝
去されたとのこと、ご報告します。
◇幹　事　報　告
•市内クラブの事務局は12月29日㈬から１月
３日㈪までお休みです。

•𠮷永光男・佳子　次々年度会長、じじいの
年度、家内共々よろしくお願いいたします。

活動を行う際の検査及び感染拡大の傾向があ
る場合に、不安を感じる無症状者に対し検査
を受けることを都道府県知事が要請した場合、
薬局で検査を予約不要かつ無料で行い、結果
通知書を発行するというものです。恐らく、
この結果通知書がレストランやイベントなど
に行くとき、また宿泊のときなどに陰性証明
書代わりに使われるのではないかと思います。
この制度は来年３月までとなっていますが、
まだはっきりしたことが何も決まっていない
ので、もしかしたら３月以降、続くかもしれ
ません。
　県民の方がほとんど知らない中で、今月25
日には既に動き始めるもので、子どもさんな
どが心配な方は無料ですので、ぜひ受けてく
ださい。25日にすぐに始まるのは、県内でま
だ10ヵ所程度の薬局ですが、そのうちに100
軒以上で始まると思います。薬剤師会や県の
ホームページで調べれば、どこでやっている
か分かると思います。
◇お客様紹介（敬称略）
•ご家族
　石川　博子　　浦田日奈子　　沖　伸歩子
　猿田　静子　　寺尾　幸子　　西森　美和
　西内　恵子　　別役　佳代　　前田　　紀
　松﨑　範子　　𠮷永　佳子
•ピアノ伴奏
　小笠原貴美子

◇ピアノ伴奏の小笠原貴美子先生に、お礼を
お渡ししました。
◇水曜会へ寄付をお渡
ししました。

◇𠮷永光男次々年度会長あいさつ
　皆さん、こんばんは。
ひと言ごあいさつを申し
上げます。
　12月の年次総会におい
て、2023－2024年度の会
長を務めさせていただく

𠮷永でございます。改めて、クラブの皆さん、
小笠原先生、ご家族並びに水曜会のレディの
方々、家内共々どうぞよろしくお願いいたし
ます。
　私の趣味はゴルフとなっていますが、本当
はテレビを見ることが大好きで、朝起きると
すぐテレビをつけ、「マー姉ちゃん」をちょ
っと見て、それから会社に行って８時から
「カムカムエブリバディ」今度のは、なかな
か面白い。日中は仕事をしますけど、夜家に
帰るとまたすぐにテレビをつけ、寝るまで見
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● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
620,800円
11,500円
632,300円

7,547円
0円

7,547円

628,347円
11,500円
639,847円

チビニコ 合　計

12月22日
今期の累計

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

● 出席率報告 ●

■高知東ＲＣ当面の日程
１月26日㈬　職場例会
　　　　　　役員会
２月２日㈬　定例理事会
２月９日㈬　観梅夜間例会（得月樓）
２月16日㈬　役員会
２月23日㈬　休会（国民の祝日）
３月２日㈬　定例理事会
・情報集会
　３月15日㈫～17日㈭　18：30～（得月樓）
　３月16日㈬　12：30～（ザ クラウンパレス）
３月16日㈬　ロータリー休日
３月30日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　１月20日㈭　職場例会
高知西ＲＣ　　１月21日㈮　新年夜間例会
高知北ＲＣ　　１月24日㈪　新年家族合同夜間例会
高知ＲＣ　　　１月25日㈫　職場例会
高知南ＲＣ　　１月27日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　１月28日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　１月31日㈪　職場例会
高知中央ＲＣ　２月３日㈭　創立記念夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　２月８日㈫　立春夜間例会
高知南ＲＣ　　２月10日㈭　職場例会
高知中央ＲＣ　２月10日㈭　休会
高知ＲＣ　　　２月15日㈫　ロータリー創立夜間例会
高知南ＲＣ　　２月17日㈭　古希・還暦等夜間例会
高知北ＲＣ　　２月21日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　２月22日㈫　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　２月25日㈮　古希・還暦祝賀夜間例会

12月22日
12月８日

総数
－4 54
－4 54

出席
40
40

欠席
5
0

メイク
アップ HC出席率

74.07％
74.07％

出席率
90％
100％

5
10

西内俊介会員のFAX番号が変更になりました。

　新FAX番号　088-855-4595
お知らせ
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