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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング  「国歌」「奉仕の理想」

●出席報告

●在籍表彰

会員特別表彰

　在籍5年　大槻恭介会員

　在籍5年　富田　宏会員

　在籍5年　大熊　勉会員

会員年次表彰

　在籍31年　池尻　誠会員

　在籍4年　 相馬康人会員

　在籍1年　 松岡伸晃会員

●お誕生日御祝い

福田隆教会員・山陰恭志会員・田中康正会員・

森川充康会員・藤田隆司会員・居相英機会員・

曽家清弘会員

●その他の報告

●会務報告　「会長の時間」「幹事報告」

●SAA報告　ニコニコ箱

●卓　話　 「米山月間にちなんで」

　　　米山奨学委員会　藤田隆司委員長

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

10/21 「私を語る」谷口善紀会員・福村修一会員

　台風一過で、季節も秋めいてまいりました。私は空

調の仕事をしておりますので温度と湿度を毎朝見てい

ますが、だんだん下がってきたのを実感します。気温

30度、湿度50％を下回ってくると、気候がカラッとして

爽やかになってきます。

　さて本日は鼓呂雲会員の紹介で、卓話者に根木佳

織様にお越しいただいております。根木さんはロータ

リーにもゆかりのある方で、ロータリー交換学生でもあ

りました。後ほど卓話では、よろしくお願いいたします。

　ところで新型コロナウイルスは第2波が下降傾向です

がが、まだこの先どうなるかはわかりません。第2660地

第2864回　例会　プログラム
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ロータリーは機会の扉を開く  国際ロータリー 会長　ホルガー・クナーク
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区内のローターアクトクラブでも、感染者が発生したよ

うです。地区から対応策が通知され、（RACで感染者

が発生した場合には）「提唱RCに報告し、相談して判

断するように」とのことです。

　また地区内RCでも、感染者発生の報告があります。

地区からは「強制ではないが、判明日と感染者数を報

告してほしい」との要請が来ています。

　このほか、当社が管理する老人施設でも、職員や利

用者が感染しました。感染した入居者は医療機関で

治療を受けることになり、職員も濃厚接触ならたとえ陰

性でも２週間の自宅待機が義務付けられることになり

ます。このためデイサービスも閉鎖するなど、大きな影

響が出ているようです。

　このように、感染者が出た場合にどれだけの影響が

出るのか、よく考えておかねばならないと思います。

　まずは「自助」、自分が出来ることを行い、自分の身

は自分で守ることが大切です。

　地区では各委員会のセミナーなどが行われていま

すが、今年はオンライン参加も認められるハイブリッド

型が多くなっています。地区のホームページで、どな

たでも見ることができます。仕事をしながらでも参加で

きますし、資料ももらえるのでと後で役に立ちます。時

間のある方は、試してみてください。

　また先日行った会員満足度アンケートですが、回収

できたのはまだ23人です。良いご意見もいただいてお

り、これを今後の活動にいかしていきたいと思っており

ますので、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

　９月の例会も本日が最後となり、これで今年度最初

の３ヶ月、四半期が終わります。執行部でも次の四半

期に向け、いろいろと考えていきたいと思っております。

▼職業奉仕委員長会議が5日に開かれ、相馬会員に

参加いただきました。

▼12日、地区のロータリー財団セミナーに会長と大橋

会員が出席されました。

▼本日例会後、会長会が開催されます。

▼26日、地区の米山委員長会議に、藤田会員に参加

いただきます。

▼30日、地区のインターアクト合同会議に会長が出席

されます。

▼地区の国際奉仕委員長会議が10月17日に開催さ

れ、曽家会員に参加いただきます。

▼同じく10月17日、地区社会奉仕委員長会議には、

平尾会員に出席いただきます。

▼クールビズは今回で終了します。10月からはネクタ

イ着用でお願いいたします。

▼次回10月7日の例会後、理事会をこの会場で開催

します。資料提出のある方は、今月28日までにお願い

します。

▼コロナ対応につきまして、もし感染者があれば、幹

事または事務局までご報告ください。

▼日本のロータリー100周年の記念切手が発売されま

す。ご希望の方は郵便局でご購入ください。

▼クラブ広報委員会・菅野　茂人　副委員長

　RI会長のメッセージでは、青少年交換の経験が自身

のバックボーンになっている、と語っておられます。こ

れまでのホストファミリーの経験やローターアクトにつ

いてもふれられています。

　９月は基本的教育と識字率向上月間です。これにち

なんだ特集記事が組まれています。また「侃々諤々」

のコーナーでは、ロータリアンからの投稿がいろいろ

紹介され、興味深い記事がございます。「日本のロー

タリー100年」では、これまでの歩みが写真などで紹介

されています。

　当2660地区関連では、大阪フレンドRCが消防署に

マスクを寄贈した記事が掲載されていますので、ご覧

ください。

「緊急支援の現場から

　　　～震災・水害・新型コロナ対応」

▼A-PAD事務局長・根木　佳織　様

ロータリーの友紹介

卓　　　話幹　事　報　告



　私はロータリーの元交換留学生で、高校１年のとき

にアメリカへ派遣していただきました。父は京都洛南

RCの元ロータリアンで、私も交換留学生のホストファミ

リーを何度か経験したことがあります。

　出身は京都ですが大学は大阪で、現在は佐賀にお

ります。学生時代にバイク事故に遭い、約15メートル

飛ばされて手術を受けました。入院中、「私はなんて

不幸なんだ」と思ったのですが、地雷で足を失った子

どもが笑っている写真を雑誌で見たのです。「この子

はなぜ笑っているのか」と思い、ボスニアに行ってみま

した。

　そしてボランティアやNPO、NGOに出会ったのです。

地道な民間の活動に心を動かされました。私もこういう

仕事がしたいと思ったのですが、親には大反対されま

した。まだこうした活動が、職業としてはあまり考えられ

ていなかった時代です。しかしそれを振り切って新卒

で就職、今日に至ります。

　現在は自然災害発生時に、被災地で支援を行って

います。まずは人命救助、そして医療、さらに避難所

で物資の支援などの活動を行います。

　去年の台風19号で被災した、長野県での活動を動

画でご覧ください。私たちは広島と佐賀の拠点から、

長野へレスキューチームを派遣しました。停電した病

院へ行き、患者を別の病院へ搬送しました。自衛隊や

消防、病院などとも連携して活動しました。自衛隊が

到着する前に現地入りし、掃除なども行いました。

　何よりも、いち早く現場に入ることを心掛けています。

生命の維持に電源が必要な人もおられますし、72時

間が命を救う一つの壁になります。エリアも全国をカ

バーできるようにしています。

　これまでは行政も含めて、いろんな組織が連携でき

る仕組みが、ありそうでなかったのです。私たちは

2016年の熊本地震から活動しています。それ以降、

残念ながら毎年のように災害が発生している状況です。

　現場へいち早く入るために自前のヘリコプターを所

有し、他社保有の機体も優先使用の協定を結んだりし

ています。それ以外にもトレーラーやテント、個室で避

難生活ができるバルーン・シェルターなども所有して

います。他にも水陸両用車やボートに加え、最近では

ドローンも初動捜索に使うことが多くなっています。

　避難所ではたとえば、トイレが一つの大きな課題とな

ります。協定先から届いたものが、すべて和式だった

こともあります。多数の和式トイレがあるのに、たった１

つの洋式トイレだけに長蛇の列ができたこともありまし

た。かなり前に結んだ協定のため和式のトイレが提供

されることになっていたのですが、最近は和式を使う

人がほとんどいなくなっています。こうした現実との

ギャップに気付き、その後は順番に洋式に入れ替えて

いきました。

　最近では性的マイノリティであるLGBTのボランティア

を募集したこともあります。近年の避難所ではこうした

マイノリティの方への配慮も必要になっていると思うの

で、LGBTの方に避難所の実情を見てもらいました。

すると「男性トイレに汚物入れを置いてほしい」というリ

クエストがありました。それまでそんなことには私たちも

全く気付かなかったのですが、実際に置いてみると、

なんと使われていたのです。

　ペットに関しても、行政的には市民の「持ち物」に過

ぎませんが、飼い主にとっては大切な「家族の一員」

なのです。こうした民間だからこそできる「かゆいところ

に手が届くような」支援を行っていきたいと考えていま

す。

　たとえば避難所で支給される飲み物といえばほとん

どが牛乳なのですが、中にはコーヒーが飲みたい人も

いるだろうとコーヒーを用意したら、とても喜ばれました。

熊本ではペットの避難所もつくりました。

　海外では、インドネシアの地震被災地にも出向きま

した。72時間でカバーできるところなら、海外にも出動

します。2018年は特に、西日本豪雨など大きな災害が

連続して発生した年でした。そして今年は、コロナ関

連の支援も多くなっています。

　私どもでは新型コロナウイルス感染症も災害の一つ

と位置づけて、マスクの配布やトレーラーを出してトリ

アージも行ったりしています。離島でコロナ患者が出

たときには、飛行機で搬送することもあります。

　海外では韓国、フィリピン、バングラディシュ、スリラン

カなどアジア各国にも連携してくれる団体のネットワー

クがあります。

　私たちの団体の運営は、すべて寄付で賄われてい

ます。佐賀県のふるさと納税を活用するなどして、資



八尾ロータリークラブ会報 クラブ広報委員会
お気付きの点がございましたら、
広報委員会までご一報下さい

委員長 ▼ 富田　　宏　　副委員長 ▼ 菅野　茂人
委 　員 ▼ 中川　　將　　川田　　隆

金を確保しています。

　これからの季節は、台風シーズンを迎え災害が多く

なります。また地震は、今すぐに発生してもおかしくな

い状況です。いつでもすぐに対応できるよう日々訓練

し、備えています。

▼飯田会長 かなり涼しくなってきました。本日卓話、

根木佳織様、宜しくお願いします。

▼田中会長エレクト 本日にNPO法人「輝」へ多大なる

ご支援金を頂き、ありがとうございました。飯田会長、

松井幹事、吉田青少年奉仕委員長ご足労頂きありが

とうございました。浦上理事長と共に感謝します。

▼吉本副会長　ようやく秋らしくなってきました。クール

ビズも最終回です。

▼松井幹事　根木様、ようこそおこし下さいました。

▼松本会員

▼居相・鼓呂雲・福村会員　例会欠席お詫び。

▼坂本会員　コロナの為、長期欠席です。すみません。

在籍内祝い。ご夫人誕生日。誕生内祝い。

▼中西（啓）会員　先日は西村さん、どうもありがとうご

ざいました。写真有難う。例会欠席お詫び。

▼寺坂会員　写真有難う。

▼池尻会員　何時もSAA有難う。

▼中川（將）会員　御無沙汰しております。生きており

ます。残念ながら～。

▼山本（昌）会員　きびしい暑さも去り、スガスガしい秋

がやってまいります。お身体を大切に！

▼山本（勝）会員　何か良い事がありますように。神様、

仏様、よろしくお願いします。

▼菅野・山陰会員　写真有難う。例会欠席お詫び。

▼宇野会員　良い事がありました。写真有難う。

▼澁谷会員　ご夫人誕生日。写真有難う。例会欠席

お詫び。

▼長竹会員　北野さん、お世話になりました。

▼宮川会員　根木佳織様、本日の卓話、宜しくお願

い致します。

▼野村会員　ついに、50肩になってしまいました。

▼西村会員　タイガース自力V消滅しましたね・・・あき

れて、大笑です！

▼大槻会員　ご夫人誕生日。

▼福田会員　先日、福井で９時間海へ入りました！

▼相馬会員　本日、職業奉仕委員会、委員のみなさ

ま、よろしくお願いします。

▼北野会員　やっと少し朝晩涼しくなりました。

▼曽家会員　今日の卓話、根木様楽しみにしてます。

▼平尾会員　良い事が有りました。

▼大橋会員　すずしくなりました。写真有難う。例会欠

席お詫び。

▼川村会員　根木佳織様、本日は卓話、よろしくお願

いします。写真有難う。

▼倉内・原田会員　本日もよろしくお願いします。

▼谷口会員　涼しく過ごしやすい気候になって来まし

た。季節の変わり目、ご自愛ください。本日の晩、職業

奉仕委員会、宜しくお願い致します。

■ 出席報告

月日

8/19

9/2

9/16

会員数

69

68

68

出席

46

39

47

うち出席規定
適用免除者

11

9

14

メーク
アップ

0

出席率

80.70％

72.22％

79.66％

確定
出席率

80.70％

□発熱、風邪の症状はありませんか？

□会場内では、マスクの着用を

□人との距離を２ｍ以上とってください

□ニコニコは、筆記用具をご持参下さい

□発言時はマイクに触れないで

□熱中症にもご注意を！

例会出席時のチェックリスト

ニ　コ　ニ　コ　箱
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