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Nagasaki West Rotary Club Weekly Report

◆ロータリー財団寄付年間目標１人150ドル 〔6450ドル〕　　 　3/3　5,000円 今期累計199,000円
◆米山記念特別寄附年間目標1人 16,000円 〔688,000円〕 3/3　5,000円 今期累計226,000円

◆会員数44名　◆ 3/3例会出席率78.05%
◆2/18例会修正出席率89.47%(修正前73.68%)
◆出席32名　◆免除者出席11名　◆欠席12名

4/7　第1　 卓話　　　 4/14　第 2　卓話　
4/21　第 3　アッセンブリー　 4/28　第4 卓話

2019 ～ 2020 年度長崎西ロータリークラブ週報 令和 2 年 3 月 3 日
第 1659 回例会　No27

◆会員数 ・ 期首43 名 ・ 入会2 名 ・ 退会 1 名 ・ 現在44 名　　◆ロータリーレート 1/1 ～ 110 円
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■点鐘
■国歌斉唱
■四つのテスト唱和
■ロータリーソング 「奉仕の理想」
■ご来訪者のご紹介並びに会長挨拶
■幹事報告
■委員会報告
■ニコニコ披露
■卓話
■点鐘

言行はこれに照らしてから

一、真実かどうか

二、みんなに公平か

三、好意と友情を

　　　　　　深めるか

四、みんなのために

　　　　なるかどうか
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≪ 4 月の例会スケジュール≫

■

■

ＳＡＡ司会　 古里安幸委員長

NEW

会長挨拶　許斐義彦

ＩＡＣ

四つのテスト　川口輝彦さん

■

ご来訪ロータリアンの紹介
長崎北RC　松藤隆裕さん

〃 　峰平国生さん

皆さん、こんにちは。今日は、全

員出席例会という事で、いつも

より多くの会員が出席されてい

ますが、後ほどガバナー事務所よ

りの二回目のアンケート調査に、

ご協力をお願いしたいと思ってい

ます。今日は大変嬉しいことに、

長崎大学経済学部教授の須齋さん

が入会されましたので、後ほど

自己紹介をお願いしています。また、今日は、江上会

員のご紹介で「更生保護施設“長崎啓成会”」から、施

設建設不足金に伴う寄付のお願いに、長崎保護観察所

所長の古賀正明様がお見えですので、約 10 分程度の卓

話を頂きます。また、メーキャップを兼ねて長崎北

ロータリークラブより、峰平さん、松藤さんが、今年

度のライラのご案内に来られていますので、後ほどお

聞きしたいと思います。さて、新型コロナウイルスの

集団感染の問題で、今国内は騒然としています。政府

が、2月 27日突然感染拡大を防ぐため全国の小学校、中

学校、高校、特殊支援学校について、3 月 2 日から春休

みまで休むように要請したり、イベントや、プロ野球

のオープン戦、大相撲大阪場所などが無観客試合に

なる等、我々現代人が今まで経験したことが無い事が

起こっています。先日、テレビでコメンテイターが述べ

ていましたが、「今、新型コロナウイルスと人類の戦争が

突然始まっている。議論して決める時間はない。人類初

めてのウイルスが相手で、薬やワクチンもない非常事態

だから、それぞれの現場で色々な混乱が起きて当たり前」

とのコメントを述べられていました。本日各テーブル

にお配りしていますが、2002 年から 2003 年に発生した

SARS と、毎年発生するインフルエンザと、今回の新型

コロナウイルスを幾つか比較してみますと、症状は

SARS は高熱、肺炎、下痢です。インフルエンザは高熱、

頭痛、倦怠感、関節炎などで、今回の新型コロナウイルス

は高熱、肺炎です。感染源は、SARS はコウモリからハ

クビシン、インフルエンザは人、今回の新型コロナウイ

ルスは不明と言われていますが、多分コウモリでは？。

致死率は、SARS は 9.6％、インフルエンザは 0.028％、

今回の新型コロナウイルスは2 ～ 3％と言われています。

一人の感染症患者から何人に感染させるかを表す感染

力は、SARS では 2～ 5人、インフルエンザは2人、今回

の新型コロナウイルスは1.4 ～ 2.5 人です。この辺りを

よく理解されて、恐れることなく、慌てることなく、妙

なデマに騙されないように①マスクをつける②こまめ

に手を洗う③頻繁に換気するなどの日々の生活をして、

一人ひとりが無理のない範囲で、不要不急の外出や集

まりを延期するように心掛けましょう。因みに、第 9、

10 ロータリークラブの例会は、既に休会にしたところが

多くありますが、当西ロータリークラブは、今後の例会の

開催について、本日の例会終了後、理事会で話し合いを

して皆様に連絡させていただきます。参考までに、国際

ロータリー日本事務局第 2740 地区ガバナー事務所が、

やっと新型コロナウイルスについての対応策（青少年

交換留学生について、会長エレクト研修セミナーなど）

のコメントを 2 ～ 3 日前に出ました。今日は、新型コロ

ナウイルス（COVID-19）についてのお話でした。



長崎西ロータリークラブ
会長　許斐義彦　幹事　嶽本幸次
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　　　　　市内ロータリークラブ例会曜日・例会場

月　長崎北　　ホテルニュー長崎　　長崎中央 ザ・ホテル長崎BW
　　　　　　　 　　　　　　プレミアコレクション
火　長崎みなと　サンプリエール 長崎西　　ホテルニュー長崎
水　長崎南　 ＡＮＡクラウンプラザホテル　　長崎北東 長崎新聞社　アストピア
　　　　　　　　　　 長崎グラバーヒル　
木　長崎　　 ホテルニュー長崎　　長崎琴海 パサージュ琴海
金　長崎東　 サンプリエール　　　長崎出島 ホテルニュー長崎

発　刊　長崎西ロータリークラブ　発刊日　毎週火曜日（翌例会日）
構　成 公共イメージ P　クラブ会報委員会　委員長　川口輝彦　
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◆ガバナー事務所　〒 854-0016　 諫早市高城町 5-10-302
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◆ 2 0 1 9 - 2 0 年度　R I 第 2 7 4 0 地区ガバナー　千葉憲哉
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第41回 RYLAのご案内

長崎北RC　峰平国生さん　松藤隆裕さん
第41 回　ＲＹＬＡ （ロータリー青

少年指導者養成プログラム） を

下記の要領にて開催いたします。

ＲＹＬＡは、 ロータリーの青少年奉

仕のなかでも重要なプロジェクト

に位置付けられており、 地元地域やその範囲を超えて活躍

できる若き有望なリーダーを育成し、 職場や地域社会のリー

ダーとなる道を開くために若者たちを導くことを目的とし

ています。 今回は 『Find　Happiness』 ～幸せを見つけよう

をテーマとしました。 地域社会の若者たちがリーダーや良

き市民としての資質を養い、 人間として成長するのを助け

るためにご協力をお願い致します。

■日時　5/24(日)　■場所　長崎原爆資料館・長崎市平和会館

幹事報告　嶽本幸次
①例会休会並びに変更のお知らせ　

　長崎南RC・長崎北東RC　3/4.11.18.25(水)

　長崎みなとRC　3/3.10.17.24.31(火)

　長崎中央RC　3/9.16.23.30(月)

　長崎出島 RC・長崎東RC・福江 RC　3/6.13.27(金)

　長崎北RC　3/9.17(月)　長崎 RC　3/5.12(木)

　長崎西RC　3/10.17.24.31(火)

　定款第 7 条第 1 節により休会

　【変更】　長崎北 RC　3/30(月)観桜例会の為

　　　　　18 時 30 分～ホテルニュー長崎

②当クラブ職場訪問例会中止　3/10　長崎文化放送

今週のお祝い

結婚祝い

誕生祝い
石山俊介さん
柳龍一郎さん

市川清史さん
草野郁子さん
平山寿則さん

新会員のご紹介 すさいまさゆき
須齋正幸さん

卓　話 法務省 長崎保護観察所
所長 古賀正明さん

「更生保護施設」と

「長崎の安全・安心」

　　  　　について

【柳龍一郎青少年委員長】委員会報告
3/1(日)青少年奉仕活動として、マリア園、浦上養育院の

児童の皆様をご招待しての、 「プロ野球オープン戦」 観

戦がコロナウイルス感染拡大防止のため、無観客試合と

なり中止となりました。

長崎大学経済学部 教授
(株)出島リサーチ＆コンサルツ
代表取締役社長

ニコニコ目標1,200,000 円 3/3　16,000 円　累計629078 円

■松藤隆裕さん(長崎北RC)　本日は5/24開催のライラのPRに

　参りました。皆様のご参加をお待ちいたしております。

■峰平国生さん(長崎北RC)　R2/5/24開催のライラへの参加

　協力、どうぞ宜しくお願い致します。

■許斐義彦さん　須齋正幸先生の入会を歓迎します。

　皆さん、仲良くお願いします。

■嶽本幸次さん　須齋さんの入会、大歓迎いたします。

■石山俊介さん　誕生祝ありがとうございました!

　男53歳!コロナや川口先輩に負けないよう、頑張ります!

■柳龍一郎さん　3/1のプロ野球オープン戦の観戦は残念ながら

　中止となりました。直前まで準備をしていただいた関係者の

　皆様、参加予定のメンバーの皆様、お世話になりました。

　新型肺炎の早期終息を願っております。

■草野郁子さん　結婚記念祝い、ありがとうございます。

　一人になると嬉しいような、嬉しくないような複雑な気持ち

　でございます。でも、お祝いごとを頂くのは幸せなことでご

　ざいます。ありがとうございました。


