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ロータリーは機会の扉を開く

行事予定

5月13日 ガバナー公式訪問
　　　　 小林操パストガバナー

5月21日 インターシティミーティング
　　　　 於：クレアこうのす
　　　　（例会時間場所変更）

5月27日 クラブフォーラム⑤
　　　　 「次年度計画発表」
　　　　 斎藤修弘会長エレクト

2020-2021年度　宇多村海児会長会長あいさつ
　皆さん、こんばんは。本日もお集まりいただきありがとうございま

す。今日は正直言って会長あいさつで何を言おうかというのは考えて

いなくて、行き当たりばったりで申し訳ありません。

　今月は『母子の健康月間』ということで、先週の会長あいさつでは

母親が子どもを見守る姿について、サッカー少年団の指導者の目から

お話しさせていただきましたが、そこにあるのはやっぱり親子の愛と

いうことで、いろいろな愛があります。今日は４月22日＝良い夫婦の

日ということなので、夫婦間についての愛があると思います。愛です

が、日本人にとっては定義が感覚的にわかってきたのは割と最近のこ

とだと言われています。英語で言ったら I Love You.で今となっては

簡単に訳せますが、明治維新を経てだんだん西洋文化が入ってくるよ

うになった明治初期は、日本人特有の含羞と言いますか、恥じらいの

文化があったせいで、なかなか I Love You.という感覚が理解できな

かったと言われております。ましてやそれを女性の口から男性に気持

ちを伝えるというようなことは、さらに考えられないような時代でし

た。ロシアや西洋の文学を日本の文学者が翻訳して読者に伝えていく

わけですが、例を挙げるとロシアのある小説の中に、女性のセリフで

「私はあなたのものよ」という一文があり、英語で訳しさらに日本語

に翻訳すると、I Love You.の感覚もわからないのに、女性から男性に

情熱をもって気持ちを伝えるのが感覚としてわからない時代、これを

訳したのが二葉亭四迷です。二葉亭四迷はこれを「死んでもいいわ」

と訳しました。感覚として、私はいい翻訳だなと思うのですが、当時

としてはそれぐらい思い切った訳をあてるくらい恥じらいの文化がま

だあって、相当そういう場面については明治初期の人間も苦労したの

だろうと偲ばれるエピソードということで、愛にかこつけてお話しを

させていただきました。

　残り８回の例会となり、私も年度の終わりに向かってちょっと気を

引き締め直さないといけないかなという部分もありますが、特に残り

の会長あいさつについては、人間の生、生きるということ、それと愛

の２点についてお話ししていきたいなと思っております。予告するわ

けではありませんが、ロータリアンとして、コロナがあったからとい

Ａｇ
ｅｏ Ｒ

ｏｔａｒｙ Ｃｌｕｂ  Ａｇｅｏ Ｒｏｔａｒｙ Ｃ
ｌｕｂ

例会日　毎週木曜日　12：30～13：30
例会場　東武バンケットホール４F（ポリアス）

事務所　〒362-0035　埼玉県上尾市仲町1-8-31　新和エクセルビル303
            ＴＥＬ 048-775-7788　／　FAX 048-776-9799　　

藤村会員、卓話いただきありがとうございました！

会員数　　  ３８　　　
出席数　     ２２
欠席数     　１６

出席率

 ５７.８９％

60台、参加費は６万円から（ポリオ根絶募金含む）、

応募は８月31日までです。ぜひ皆さん、クラシック

カーをお持ちでしたらご参加ください。

　それで車が秩父の方を回っている間、大宮の桜木

駐車場で高校生対抗 大宮RC杯『ロケットリーグ』

というイベントを行います。『ロケットリーグ』と

は、ジャンプやロケット飛行ができる特殊な車を操

作してサッカーを行う架空のスポーツを題材とした

コンピュータゲーム、高校生向けの全国大会まであ

る『eスポーツです』。大宮ローターアクトや浦和

学院が参加予定となっています。ロータリークラブ

やローターアクト、米山記念奨学生による出店、親

子参加型のイベント、ポリオ募金も行う予定です。

　それで次年度ＲＩは、SERVE TO CHANGE LIVES

「奉仕しよう　みんなの人生を豊かにするために」

ロータリー奉仕デーを開催しましょうとシェカール・

メータRI会長エレクトがおっしゃり、地区運営方針

は、COVID-19に負けずに「クラブに変化と成長を」

と松本輝夫ガバナーエレクトが掲げ、ローターアク

トと積極的に共同奉仕事業をロータリークラブが関

わってやっていこうとなっています。財団補助金大

口枠もローターアクターが参加すると優先枠でかな

り合格率が高くなります。やってみていただけると

ありがたいかなと思います。

　ローターアクトって何をやっているかご存じです

か？　先週、北本ＲＣさんのＺＯＯＭ例会に呼ばれ

て出てきたのですが、浦和北ローターアクトの龍門

さんと楢原さんに卓話をしてもらった動画を録画し

てもらったのでここでお流しします。（動画放映）

　ロータリークラブとローターアクトは上下関係で

はなく、同列になり、一緒にやっていこうとなり、

その一環としてロータリー奉仕デーに活動しようと

いうことと、大口枠も一緒にやっていこうとなって

います。ローターアクトは、アクションということ

で彼ら彼女らは動きが活発です。ＲＣの奉仕では何

かを寄贈して終わってしまいますが、ＲＡＣは若く

て真剣にアクションのある活動を行い素晴らしいな

と思います。動画にもあったようにＲＡＣ発足に親

クラブがいらなくなったのでどこででもでき、北本

ＲＣの佐京発足に会長エレクトと「第５Ｇにロータ

ーアクトがいないので、グループで作りませんか」

という話が少しでています。

　いろいろまとまりませんが、コロナ禍で大変な時

ですが、皆さん動きましょうよ、というお話しでし

た。本日はありがとうございました。

宇多村会長　藤村先生、卓話ありがとうございます！

島村会員　　誕生祝、ありがとうございます。

スマイルスマイル

深澤幹事／斎藤修弘副会長／長沼副幹事／大塚信郎会員／

村岡会員／大木保司会員／齋藤博重会員／藤村会員／齋藤哲雄会員／

須田会員／樋口会員／門崎会員／小田切会員／山崎会員
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ポールハリスフェロー授与

藤村　作　会員

例会主題

深澤　圭司幹事
幹　事　報　告

◇米山記念奨学生の荘正

宇（Chuang,Cheng-yu　

ソウ　セイウ）君から近

況報告が届いています。

「COVID-19のせいで、４

月は日本に行けません。

今は台湾にいて、日本に行ける時はいつになるか気

にしています。日本に行けたらすぐにお知らせしま

す。私が話したい最近の状況がいくつかあります。

　まず、新学期が始まりました。 COVID-19のため、

日本薬科大学はオンラインクラスを使用することに

しました。学生はビデオを見ながら勉強することが

できます。現在、必修科目には視聴できる動画があ

りますので、授業の動画を見始めました。ただし、

選択科目については、今学期に履修を終えたばかり

であるため、まだ選択科目は開始されていません。

その上、選択コースもオンラインクラスを使用し、

教師はインタラクティブ（双方向）ビデオを介して

クラスを開催します。

　第二に、大学での修士論文を日本語で紹介するプ

レゼンテーションも行います。日本語を使ってプレ

ゼンテーションをするのは初めてなので、とても難

しいです。私はまだ日本語が苦手なので、翻訳にも

っと力を入れなければなりません。しかし、その過

程で、日本語はだんだん上達していく気がします。

結果として、私にも役立つと思います。

うこともありますが、私はこう考える、ということ

を皆さんにお伝えしていきたいなと考えております。

　まったく今日はまとまらない話で申し訳ありませ

んが、本日は藤村先生が今後のコロナの先行きと財

団についてお話しいただくのだと思います。以前、

『ロータリーの友』の中から、在籍50年以上にも及

ぶロータリアンの方が、今のロータリーって財団の

ための活動になっていないかという苦言を呈したと

いう投稿をご紹介したことがありましたけれども、

私もそこについてはいま考える余裕はないのですけ

れども、会長が終わって一会員に戻ってから考えて

みたいと思います。今日はその一助ともなるお話が

聞けると思いますので、本日も例会が終わるまでよ

ろしくお願いいたします。会長あいさつは以上です。

ありがとうございました。

　最後に、私は日本語を一生懸命勉強しています。

今、毎週日本語の授業があります。基本的に、この

クラスは週に2、3回開催されます。先生は日本薬科

大学出身で、継続的な会話で日本語を教えています。

日本語が上達していると感じて、このクラスに満足

しています。また、日本語を上達させるために、台

湾で文法を教える日本語教室に参加することにしま

した。大変ですが、頑張ります。日本に行く前に、

日本語の基本的な記事を読んで、基本的な会話がで

きるよう頑張ります。」とのことです。

◇次週は定款の規定により休会になり、次回例会開

催は５月６日になります。この日は(有)メリーラン

ドの小川様にお越しいただき卓話を披露していただ

きます。

これからのコロナ禍の日常　
 その中での財団のゆくえ

門崎　由幸会員

　皆さん、こんばんは。

本日は卓話をやらせてい

ただきます。コロナのこ

とを話してほしいと言わ

れましたが、あまり話す

ことがないので、ただ先

週末から、市から高齢者の皆さんにワクチンの案内

が配られだして、問い合わせが殺到しています。先

週末の土曜日だけでも１００件くらいの問い合わせ

がきていて電話がパンクした状態になっています。

案内には「今は問合せをしないでください」と書か

れているらしいのですが、それでも皆さんが問い合

わせてくるとのことで、そのあたりをお話しさせて

いただこうと思っています。それと次年度の財団の
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てます。僕のところに来る、かかりつけの人の中に

は抗がん剤治療している人などもいますが、一応ワ

クチンは打てるという話はしていて、免疫不全の人

や難病の人も打てるとしています。ただ僕が抗がん

剤やってる人に言うのは、抗がん剤やってる間の、

いちばん調子の良い時にしましょう、そうじゃない

と抗がん剤の副作用で免疫力が落ちて危険なので、

そのタイミングはこっちで判断して打ちましょうと

しています。基礎疾患の治療をしている人は、かか

りつけの病院・診療所に相談して、かかりつけでワ

クチンを打つのが一番いいと思います。そこで打っ

てもらわないと別のところでとなりますが、一番困

るのは中央病院のかかりつけの方々になります。中

央病院は打ってくれないので、そういう方が大勢来

ると、なかなか厳しいなぁというところはあります

が、やっていくしかないというところです。

　それで４月16日に「Nature Communications」

（オンライン版）に新型コロナに効くかも、という

経口薬が出るらしいと発表・掲載がありました。ど

れくらい効くか、治験をしていくのでしょうけど、

一応アメリカで、飲み薬が効いているんじゃないか

となっています。出たばかりなので、なんともわか

りませんけど。もしかしたら来年の冬、インフルエ

ンザと同じように、飲み薬でコロナを避けましょう

という話になるのかもしれません。

　またこれもつい最近でた話しなんですけれど、ワ

クチンの効果持続がファイザーから１年持たないで

あろうと言われてきています。ではどうするのかと

いうと、１年に１回、毎年のようにコロナのワクチ

ンを打とうではないかとファイザーが考えだして、

ファイザーの戦略に嵌っているのではないかという

気がしないでもありません。僕も明後日打ちます。

そして３週間後の土曜に２回目を打ちます。

　さてそれでは財団の話ですが、次年度のロータリ

ー全体のことで、10月24日は世界ポリオデーという

ことで、地区として「ロータリー奉仕デー」として

イベントを行います。数年前に浦和駅前でロータリ

ーデーのイベントを行いましたが、それに似たよう

な感じです。実際にはEND POLIOを掲げチャリティ

クラシックカーラリーを行います。さいたま市の氷

川神社からスタートし、氷川参道を走り、川越、秩

父を回って、さいたま市に帰ってきます。詳しくは 

endpolio-rally.jp というサイトに掲載されていま

す。参加資格では1976年製造までの車検付き車両、

一部をお話ししたいと思います。

　コロナの現状です。４月２０日、日本全国で入院

・療養者数が42,000人ほどいて前日と比べると1200

人増えています。埼玉県では入院・療養者数が1700

人ほどいて前日と比べると140人増え、そのうち上

尾市では29人となっています。日に日に増え、かな

りの数になっているのが現状です。早速ワクチンの

話ですが、集団接種と個別接種があり東保健センタ

ーでの開催について65歳以上の方に案内がいってい

ると思いますが、予約が４月26日から始まって、接種

は５月８日から毎週土日に８月頃まで行います。医者

は２〜４名、６時間で、問診は４分、2500人接種し

たら打ち止めとのことです。その後はワクチンが入

り次第になります。また個別接種があって、こっち

の方が多くなるんだろうなと思いますが、Ａ病院、

Ｂ病院、診療所があり、Ａ病院では医療関係者がワ

クチンを打っている最中です。Ｂ病院はお年寄りを

中心に打っていこうという方向性だったのですが、

診療所でも打てるようになりました。それでうちは

Ｂ病院なのでマイナス75℃のディープフリーザーが

一カ月前に来ましたが、中身がぜんぜん来ません。

個別接種の予約開始が５月10日からで、接種開始が

24日からになります。予約は電話とWEBで10日から

始まりますが、その予約ができるのが24日からの接

種の１週間だけです。その先の予約はまたそれから

になります。なので、ゆっくり打ってもいいのでは

ないかという気がしています。藤村病院の予定とし

ては５月10日午前９時から電話とWEBで予約が開始

になります。市へ電話、WEB予約でも構いません。

接種開始は５月24日から、月〜金曜、12時〜17時、

一日80人を予定しています。80人でも大変ですが、

一般の人が増えたらこの比ではないと思うので、ち

ょっとどうするのかなと思っています。ワクチンを

打つにあたって基礎疾患があったらどうするのか尋

ねられるのですが、基本的には基礎疾患があっても


