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■ 尾辻　章宣
Ｑ１�：インフルエンザと普通の風邪はどう
違うのですか？

　風邪は様々なウイルスによって起こり、
のどの痛み、鼻汁、くしゃみや咳等の症状
が中心で、全身症状はあまり見られません。
発熱もインフルエンザほど高くなく、重症
化することはあまりありません。
　一方、インフルエンザは、インフルエンザウイルスに感
染することによって起こる病気で、38℃以上の発熱、頭痛、
関節痛、筋肉痛、全身倦怠感等の症状が比較的急速に現れ
るのが特徴です。併せて普通の風邪と同じように、のどの
痛み、鼻汁、咳等の症状も見られます。お子様ではまれに
急性脳症を、御高齢の方や免疫力の低下している方では肺
炎を伴う等、重症になることがあります。

Ｑ２�：インフルエンザにかからないためにはどうすればよ
いですか？

　インフルエンザを予防する有効な方法としては、以下が
挙げられます。
⑴流行前のワクチン接種
⑵�外出後の手洗い当（流水・石鹸等による手洗い、アルコー
ル製剤による手指衛生）
⑶適度な湿度の保持（適切な湿度（50 〜 60％））
⑷十分な休養とバランスのとれた栄養摂取
⑸人混みや繁華街への外出を控える

Ｑ３�：インフルエンザにかかったかもしれないのですが、
どうすればよいのですか？

⑴�人混みや繁華街への外出を控える。無理をして学校や職
場等に行かないようにする。
⑵�咳やくしゃみ等の症状のある時は、飛沫感染対策として
の咳エチケットを徹底する。
⑶�安静にして、休養をとる。特に、睡眠を十分にとること
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職業奉仕フォーラム 70.09%

　みなさん、こんにちは。先週の木曜日に
西郷南洲翁詩碑除幕式及び同日の夕刻より
「鹿児島市・鶴岡市友好都市盟約 50 周年記
念式典」に参加をさせて頂きましたので、
本日の会長の時間ではそのご報告をさせて
頂きたいと思います。
　西郷南洲翁詩碑建立につきましては、我
がクラブの海江田パストガバナーが熱意
を持って取り組まれた事業であり、私を含めてその他の会
員はサポートをさせて頂いたという形になるかと思われま
す。
　当日の除幕式は鶴岡市の皆川市長、鹿児島市の森市長も
参列をされ、多数の報道陣にも来て頂きました。私は、我
がクラブの代表として主催者挨拶と、西郷南洲翁と徳の交
わりの深かった庄内藩家老菅実秀翁のやしゃごに当られま
す菅秀二様に感謝状の贈呈を担当させて頂きました。
　当初、あのような大がかりな除幕式だとは現地に到着す
るまで露程も考えておらず、現地に到着するや困ったなと
内心では思っていたのですが、何とか会員の皆さんにご迷
惑をお掛けしない範囲で任務を無事終了できたのではない
かなと思っております。
　海江田パストガバナーからお聞きかせ頂きましたが、今
回の南洲翁詩碑建立は、２年程前、海江田パストガバナー
が個人的に菅秀二様と交わりをされる中で、西郷南洲翁が
菅実秀翁に送られた書を詩碑に残そうと思われたのが切っ
掛けとのことでした。
　海江田パストガバナーの当初の着想も素晴らしいと思い
ましたが、場所に西郷公園を選択され、媒体に石碑を選択
されたこと、西郷南洲翁の書を選択され、そこに書かれた
筆跡そのものを石碑に刻もうという点がなかなか思い付か
ない発想だというのが個人的な感想になります。
　今回の西郷南洲翁詩碑建立は、本年度６月 17 日の当クラ
ブ理事会にて承認をされた議題になっておりますが、その
後の活動はほぼ海江田パストガバナーがお一人でされたよ
うに思います。少なくとも、私は実際の実務は殆ど携わっ

ておりません。
　今回の西郷南洲翁詩碑建立には相当程度の建設資金が必
要となっておりますが、ロータリー財団や地元の金融機関
４行から協力金を取得するなど、資金の確保もほぼ海江田
パストガバナーがお一人でされたのではないかと思われま
す。
　若輩者の私が評価を下すのは甚だ僭越なのですが、誰し
も「思い付き」というのは簡単に出来るものですが、この「思
い付き」を良い着想や発想にもっていくのはなかなかの技
量が必要になってくるのではないかと思われす。今回のよ
うに良い着想や発想を得るには、西郷南洲翁と深い繋がり
のあった菅実秀翁の子孫の方との人脈も当然の事ながら必
要になります。
　次に、良い着想や発想を得ても、それを現実化するには
実務的に様々に処理をしないといけないことになります。
鹿児島市の許可しかり、資金調達のための各金融機関との
交渉しかり、です。
　形は異なりますが、私の仕事も紛争を解決するという結
果を目指して、出来るだけ良い着想や発想を考え出し、結
果を目指して様々な実務処理を行う仕事ですが、海江田パ
ストガバナーの今回の西郷南洲翁詩碑建立にはこの場を借
りて、敬意を表させて頂きたいと思います。
　行かれたことのない会員の皆様方は一度、西郷公園に足
を運ばれ、西郷南洲翁の詩碑をご覧になることをお勧めさ
せて頂きます。詩碑は思った以上に貫録があり、西郷南洲
翁の筆跡が石碑に刻み込まれております。前迫会員の会社
の高い技術力が今回の事業の成功を支えているのも間違い
ないところであり、前迫会員にもこの場を借りて敬意を表
させて頂きます。
　今回の西郷南洲翁詩碑建立はマスコミにも大きく取り上
げられ、翌日の新聞紙面にも大きく取り扱われました。昨
年の明治維新 150 周年の時期ではなく、鹿児島市・鶴岡市
50 周年記念式典に合わせるように時期を選択された点も我
がクラブの対外的な認知度を高めるという点には一役買っ
ているような印象を持っております。
　以上で会長の時間を終わります。
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ロータリーソング：「奉仕の理想」
職業宣言唱和：１・２
食事：「米山ランチ」・「本日の演奏」
会長の時間：会長　　坂元　直人君
誕生日お祝い：重久　善一君（２日）　村上　　剛君（15日）
　　　　　　　岡部龍一郎君（18日）　松元　まや君（19日）
　　　　　　　池畠　泰光君（25日）
会務報告：幹事　川路　理幸君
１）本日の配布　　①週報　　②月信　11月号
　　　　　　　　　③新入会員名簿シール
２）�日台ロータリー親善会議福岡大会、国際ロータリー年次大

会（ホノルル）についてのご案内を掲示してありますの
で、ご覧ください。

３）RCC例会　　11：00〜　場所：リンクビル９階
　　11/24（日）　指名出席者　→　稲留・下村　各会員　
４）本日　定例理事会開催　　例会終了後　　開聞
５）次週　11/18（月）夜間例会

　　例会プログラム　「職業奉仕フォーラム」
　　友の見どころ＝広報雑誌・ＩＴ委員会
出席報告：出席委員会
スマイルボックス：親睦委員会
委員会報告：社会奉仕委員長　吉田　健朗君
　　　　　　ＲＣＣカレンダー購入のお願い
卓話：会員卓話＝尾辻　章宣君
　　　　　　　「インフルエンザについて」

●坂元　直人君／ 11 月７日木曜日に西郷南洲翁詩碑除幕式に当ク
ラブの会長として出席させて頂きました。海江田パストガバナー、
前迫会員のご尽力に心から敬意を表させて頂きます。また、除幕式
にご参列下さった会員の皆様に謝意をお伝えさせて頂きます。何
もしなかった私が結果的に目立ってしまい申し訳ございません。
●海江田　順三郎君／昨年よりの継続事業でありました南洲詩碑
建設が、７日の除幕式で無事完了しました。会員の皆さまのご協
力に、心から感謝申し上げます。
●丸元　貞夫君／先週の 11月３日は、私共の 55回目の結婚記念日。
11 月 10 日は子会社、旭鉄工㈱の創立 55 周年記念日。又 11 月８日
は火の神様の「フイゴ祭」で松原神社の岩切宮司に大変御世話に
なりました。
●前迫　実君／西郷南洲翁の漢詩碑は去る７日無事に除幕式を終
えました。海江田さんの熱意で成功裏に終わりました。仕事をさ
せて頂きましたことに感謝致します。石屋冥利に尽きます。
●池畠　泰光君／誕生日お祝いを頂き、いつもありがとうござい
ます。令和元年の良き年に古希を迎える事となりました。2020 年
度のオリンピックイヤーに創業 50 年と人生 70 年の節目の年を迎
えてますます気張ります。よろしくお願い致します。
●吉田　健朗君／本日委員会情報でもお時間いただいて説明いた
しますが、毎年恒例のワンニャンカレンダー本日より販売いたし
ます。２部で 2,000 円です。ご協力お願いします。お願いしておき
ながら本日社用で中座いたします。石碑除幕式でも社用で出席で
きずもろもろお詫びも込めてスマイルいたします。
●丸山　健太郎君／ 11 月２日、ワールドカップラグビーの決勝を
日産スタジアムで観てきました。生デクラークのパスに感動しま
した。来年、オリンピックの事前キャンプに南アチームが来てく
れることを期待してスマイルします。追伸、自腹ですよ。
●髙栁　大輔君／恐怖の一本柱を恥ずかしながら３回目の卒検で
何とか攻略する事ができました！５ヵ月がかりで普通二輪の免許
を取得です。これで社員達にも「諦めないで頑張れ！」と言える自
信がつきました。玉里自動車学校本当にありがとうございました！
●村上　剛君／誕生日祝をいただきありがとうございます。53 歳
益々気張ります！
●広報雑誌 IT 委員会／ 10 月 28 日広報雑誌 IT 委員会担当のラウ
ンドテーブルのスマイルです。楽しい話題でもりあがりました。参
加者は尾辻、中間、宮脇、田中、坂元、池畠、丸元、田實、稲留
各会員と坂元会長の秘書の有馬さんでした。

11 月 11 日のスマイル　小計 35,846 円　2019 〜 2020 年度　累計 376,270 円

次回例会　令和元年11月25日（月）
職場訪問例会

出席率 会員数 出席数 出席報告
第1957回例会 56名 39名 70.09%
前々回（10月21日）の補正 56名 42名 77.78%

定例理事会議事録
議　　　題
１�）11・12月例会プログラム及び
行事予定（添付資料）……承認
　⑴�12月2日　職業奉仕フォーラ
ム→高校生交流報告（11月18
日と入れ替え）

　⑵�11月18日夜間例会　職業奉仕
フォーラム

２）会計報告（別紙明細）
　⑴10月度試算表について……承認
３�）新入会員候補について（添付
資料）………………………承認
　⑴�氏　名：岩下　克己（いわした　かつみ）　Ｓ28.7.19生
　　勤務先：株式会社カナダプレイス　代表取締役
　　推薦者：里　良男・加島　繁
４�）職業奉仕賞候補者推薦について（添付資料）………… 承認
　授賞式　令和2年1月27日（月）
５）次期理事役員について
　→組織状況報告のみ
６）西郷南洲翁詩碑建立費について………………………… 承認
　→スマイルから支払
７）義捐金について
　→保留分の報告のみ
８�）鹿児島アカデミーロータリークラブ（仮）設立についての
メリット
　→現況報告のみ
９）その他
　⑴次回理事会について……………………………………… 承認
　　令和元年12月2日（月）　例会終了後　　於：開聞
　⑵米山奨学会寄付について（報告）……………………… 承認
　　�　�10月分スマイル　93,000円　全額11月中に寄付致しま
す。

　⑶�社会奉仕プロジェクトについて（報告）
　　→現況報告のみ

会議名
場　所

定例理事会
開聞

日　時 令和元年11月11日（月）
例会後〜

出席者 坂元直人・川路理幸
加島　繁・高岡和也
橋元　隆・田中和俊
宮脇謙舟・志賀啓一
丸山健太郎・池畠泰光
海江田順三郎

欠席者 吉田健朗・岡部龍一郎
竹添　寛
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が大切です。
⑷�水分を十分に補給する。お茶でもスープでも飲みたいも
ので結構です。
⑸�高熱が出る、呼吸が苦しいなど具合が悪ければ早めに医
療機関を受診する。
　インフルエンザの主な感染経路である飛沫（咳やくしゃ
みなどにより口から発せられる水滴）感染を防ぎ、周囲の
人にうつさないよう、
１、�普段から皆が咳エチケットを心がけ、咳やくしゃみを
他の人に向けて発しない。

２、�咳やくしゃみが出るときはできるだけ不織布製マスク
をする。とっさの咳やくしゃみの際にマスクがない場合
は、ティッシュや腕の内側などで口と鼻を覆い、顔を他
の人に向けない。

３、�鼻汁・淡などを含んだティッシュはすぐにゴミ箱に捨て、
手のひらで咳やくしゃみを受け止めた時はすぐに手を洗
う。

　などを守ることを心がけてください。

Ｑ４�：ワクチンの効果、有効性について教えてください。
　現行のインフルエンザワクチンは、接種すればインフル
エンザに絶対にかからない、というものではありませんが、
発熱やのどの痛み等のインフルエンザの症状が出現する「発
病」を予防することや、発病後の重症化や死亡を予防する
ことに関しては、一定の効果があるとされています。

　十分な対策を講じてこの冬を乗り切りましょう！


