
 

 

 

 

 

 

 

第 2034 回例会 

2020 年 6 月 22 日(月) 
海南商工会議所４F 12：30～ 

次年度委員会別活動計画会議 
 

１．開会点鐘 

２．ロータリーソング  「それでこそロータリー」 

３．出席報告 

会員総数 43 名 出席者数 16 名 
出席率 39.02 ％ 前回修正出席率 65.85 ％ 

 

４．会長スピ-チ        会長 寺下 卓 君 

皆さん、こんにち。

6月の例会も本日を含

め、後 2回となりまし

た。新型コロナウイル

スの対応につきまし

ては、6 月 19 日の都

道府県境を越える移

動制限や各種営業、イ

ベント等の自粛解除

があり、プロ野球の開

幕やこの土日は観光

地など徐々に賑わい

が戻ってきているようです。一方、昨日の新規感染

者数は、東京で 35 人、埼玉県で 7 人、空港検疫で

7人、大阪で 3人、兵庫県で 2人、北海道で 2人な

ど。全国で計 56 人。現在の感染者数は 803 人とな

っているそうです。なお、気になるところでは、お

隣の大阪 3名は、ミナミのバーでの集団感染の疑い

とのことです。和歌山県は、5 月 12 日以後、一ヶ

月以上、今日まで新たな感染者無しが続いています。

また、最近の報道では、国内初の予防ワクチン、DNA

ワクチンというスパイクタンパク質を発現するワ

クチンを接種する治験が、大阪大学を中心とした研

究グループで開始され、世界的にもアメリカやイギ

リスで、良く似た研究が進められており、量産に向

けて臨床試験が始まりつつあります。とはいえ、ま

だまだ、第２波の感染拡大の可能性もあり、油断は

できません。引き続き、予防に努め、頑張りましょ

う。 

本日の例会は次年度委員会の活動計画会議とし、委

員会別で相談いただくこととしました。マスク着用、

できるだけ間隔を空けてお願いします。次に、前回

例会の終了後、6月度の理事会を開催しました。主

な決定事項では、次回、6 月 29 日の最終例会は、

美登利さんで 19 時から開くこととしました。予防

に努め、無事に終えられるようにしたいと思います、

宜しく、ご理解ご協力お願いします。 

ところで、皆さんはバーチャル国際大会に参加され

ましたか？サインアップしますと YouTube で沢山

の動画をご覧いただけますが、全て英語でしたので

残念ながら、私は、途中で寝てしまいました。時間

のある方は試してください。 

また、2640 地区の地区研修協議会ですが、これも

YouTube で配信される予定ですが、いくつかのクラ

ブの希望で DVD が配布されることになったそうで

す。以上です。 

 

５．幹事報告                幹事 前田 克仁 君 

○例会臨時変更のお知らせ 

 和歌山ＲＣ   6 月 30 日（火）→6 月 30 日（火） 
18：00~ ダイワロイネットホテル 

                最終夜間例会 
那智勝浦ＲＣ 7 月 2 日（木）→ 7 月 2 日（木） 

18：00～ 休暇村南紀勝浦 
           那智勝浦町宇久井 

○例会場変更のお知らせ 
 那智勝浦ＲＣ  ７月から 

  新例会場 ホテルサンライズ勝浦 
 

６．次年度委員会別活動計画会議 

委員会別に集まり、活動計画を協議しました。 
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７．閉会点鐘 
 

次回例会 第 2035 回例会 6 月 29 日（月） 

19：00～ 美登利 最終例会 
 

 

 
 

 
花畑 重靖 君  ７月１３日（月）ガバナー補佐

さんの訪問日、海南市総合計画

審議会委員に委嘱されました

ので、欠席します。副会長の魚

谷様宜しくお願い致します。 
田岡 郁敏 君  ノビノスで会議、使用料は安い。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ロータリー財団管理委員会および国際ロータリ

ー理事会は、全員が満場一致で新しい重点分野であ

る環境の追加を承認しています。 
過去 5 年間で、財団のグローバル補助金資金とし

て 1,800 万ドル以上が環境関連プロジェクトに割

り当てられています。環境をサポートする明確な重

点分野を作成することで、ロータリー会員は、世界

に前向きな変化をもたらし、私たちの影響力を高め

るためのさらに多くの方法を得ることができます。 
マークマロニーRI 会長は、ロータリーのシニア

リーダーとして世界中を旅していたときに、環境に

重点を置くことを提唱する多くのロータリー会員

やローターアクターと出会ったと述べています。 
「私たちのロータリー財団プログラムは、今や私

たちの取り組みに価値ある追加の側面を持ってい

ると強く信じています」とマロニーは言います。 
財団管理委員長のゲイリーCK ファンは、世界の人

口は 80 億人近くに達しており、環境保護の重要性

が増していると語っています。 
「私たちの集合的なリソースを使用して、環境を

保護するためのスマートで効率的な方法に投資す

るときがきました」と Huang 氏は言います。「私

たちは多様な才能を持つ問題解決者のグローバル

グループであるため、このイニシアチブを取る資格

があります。」 
1990 年から 91 年にかけて、パウロ VC コスタ

RI 会長は、環境を主な原因の 1 つにして、地球保

護委員会を設立し、クラブや会員が環境への取り組

みを行う方法を検討しました。 
「私たちはようやくコスタ[彼のビジョン]に追

いついた」と、新しい焦点の領域を擁護した環境問

題タスクフォースの議長である元 RI 会長、HS 
Hiseley 元会長は言う。 

「生涯にわたる環境保護主義者として、私たちの

偉大な組織が、環境が私たちのプロジェクト活動に

ふさわしく適切な目的地であることを認識したこ

とを嬉しく思います」と Riseley は言います。「こ

れは、ロータリーの歴史においてエキサイティング

な瞬間です。」 
環境をサポートすることは、ロータリーの 7 番目

の重点分野となり、これはグローバル補助金によっ

てサポートされる奉仕活動のカテゴリーです。それ

は平和構築と紛争予防に参加します。病気の予防と

治療; 水、衛生、衛生; 母子の健康; 基礎教育とリ

テラシー。そしてコミュニティの経済発展。 
プロジェクトの補助金申請書は、2021 年 7 月 1

日から受け付けます。ロータリアンやその他からの

贈答品や献金は、新しい重点分野に世界的な補助金

を提供するために求められます。 
 

3D プリンターでコロナウイルスに役

立つフェイスシールドやその他の個

人用保護具（PPE）を製造。 
 

COVID-19 のパン

デミックによって引

き起こされたPPEの

不足に取り組むため

に、彼らの知識とリ

ソースを、彼らのロ

ータリーのつながり

とともに、使っている 2 人のロータリー会員がいま

す。 
米国テキサス州プレーンビューにあるウェイラ

ンドバプティスト大学の数学およびコンピュータ

ーサイエンスの教授であるスコットフランクリン

は、彼の大学の 4 台の 3D プリンターを持ち帰り、

1 日あたり約 24 個のフェイスシールドを作成して

います。会員であるプレーンビュー・ロータリー・

クラブは、助成金、寄付、激励を通じて彼の取り組

みを支援してきました。 
低価格の 3D プリンターの出現により、より多く

の愛好家がそれらを購入して3Dオブジェクトを作

成したり、小規模の学校や大学が 3D 印刷ラボを作

成したりできるようになりました。これらすべての

新しいプリンターの所有者、愛好家、およびインス

トラクターは、インターネットやソーシャルメディ

アを、デザインをオンラインで投稿するメーカーの

コミュニティで満たしています。  
個人用保護具が不足しているため、これらのコミ

ュニティはフェイスシールドやその他の医療機器

の設計を作成して共有しています。 
 
 

クラブ会報・雑誌委員会  委員長：重光 孝義  岸 友子  岩井 克次  千賀 知起  赤松 昭二  宇恵 久視  倉橋 順子  楠部 均  宮脇 節子  寺下 卓 


