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本 日 の
プログラム

前回例会出席率

令和３年２月１日　第1996回例会

週報 No.

職業奉仕賞授与式 平和と紛争予防 /
紛争解決月間 76.60％

米山奨学生
こんにちは。本日の会長の時間は、帰国中の奨
学生　陳　珂雨さんから平山カウンセラーへ報告
書が届きましたので、ぜひ皆さんにも御紹介した
いと思います。
提出されたテーマは昨年１月にコロナが発生し
てからの中国の状況について２回に分けた大変丁
寧で興味深い報告書となっています。
平山カウンセラーに発表の承諾を頂き、プライバシーに配慮し、
コロナ禍の他国への行き来というテーマでご紹介します。
時間の都合上、私の方でまとめさせていただきました。
テーマ①は、コロナ感染症による中国への入国対策についてです。
2020年２月に始まってから、各国の入国管理は厳しくなりました。
私の父は日本にいて、帰国の際大変苦労しました。
２月に中国では、疫病がひどくマスクが足りなくなり、父も日
本でマスクを買って帰国しました。
当時中国へ帰国した人たちは、中国内の新型コロナの恐怖でマ
スクを外すことが出来ず、空港でも体温を厳格に測定し、公共交
通も利用できない状態でしたが、飛行機の乗り継ぎは出来たそう
です。
父は、飛行機で湖南の長沙市に行き、友達が車で迎えに来て自
宅に帰ったそうです。
帰国後１４日間は自主的に我が家にて隔離状態でした。
人々はコロナの恐怖により町も一変し、歩いている人もなく、多
くの公共交通も停止しました。
その時の二月の中国は死都のような冬で過ごし方も変わり、人
がいない為に野良ネコ、野良犬、鳥たちが食べ物を探して占領し
ていました。
４月になるとだんだん良くなってきましたが、８月から突然診
断数も増え
その為９月から海外からの入国に対して中国は非常に厳しくな
りました。
まず中国へ入国するために強制的に１４日間隔離され、指定さ
れたホテルで毎日体温測定を受けます。
また、ＰＣＲ検査は飛行機を降りるときは無料で検査してもら
いますが、飛行機も大使館が指定した８つの国際線しか運航でき
ませんでした。今は１５ぐらいまで増便しています。10 月からは
さらに入国が厳しくなり、Ｐ CＲ検査陰性報告書の提出が必要に
なりました。
１１月からは、検査開始時間は 72 時間以内で、12 月からは、Ｐ
ＣＲ検査以外に血清検査を加えて時間制限も短縮されました。

ここからはテーマ②中国隔離ホテルの対応についてです。
陳　珂雨さんが久しぶりの中国へ帰国する時の様子です。
初日は宮崎の指定機関でＰＣＲと血清の検査を受け、翌日検査
陰性報告書を受け取り、インターネットで写真をアップロードし
認定後に健康認証の二次コードを受け３日後に東京成田空港から
広州に行きました。
税関申告書以外でも手続きが厳しかったですが、便利なことは
スマホに書いてアップロード出来たことです。
飛行機の中でも体温を計り、14 日間の宿泊場所や隔離後の旅行
計画をきかれ、その後ＰＣＲ検査を受けて、日本よりも厳しい鼻腔、
喉の両方のチェック後、バスでホテルに向かい隔離されました。
バスを降りて迎えたスタッフは、防御服を着て一人一人の荷物
に消毒液を吹き掛け 24 時間監視カメラが設置され、外出したり他
人の部屋にいったりすれば処罰されて隔離期間は再計算されます。
毎日午前９時ごろと午後４時ごろに医師が部屋に来て体温を検査
しました。ホテルには医師とカウンセラーがいて体の調子が悪い
時、医師を通して薬を買わなければなりませんでした。
私が隔離されたホテルは古かったですが設備は完備していました。
ホテルでの飲食は、ホテルの弁当やオンラインで出前を買うし
かありませんでした。
飲食代なしなどの要因を考慮すると価格はこのホテルの市場価
格の３倍ぐらいです。
隔離ホテルには、長所と短所があります。人は、長い時間小さ
な空間に禁足されると心理的な問題を引き起こします。
隔離された非感染者にとって、心理と経済利益損害は短所です。
しかし国家にとっては二つの長所があります。一つは国家の疫病
の感染を抑制しました。
もう一つは、ホテルの経済を牽引して上半期の経済損失を補い
ました。
報告は以上です。
陳　珂雨さんは窮屈な１４日間を経て自宅へ帰れたそうです。
コロナ禍で社会生活は一変しました。どんなに目的地に早く到
着しても人間はスーツケースのように、消毒液を吹きかけて終了
というわけにはいかず、336 時間もの隔離を受け入れなければ目的
を達成できないから大変です。
ただ、コロナの終息が見通せない今、意図せず孤独や孤立に陥っ
てしまいます。
だからこそ、人と人とのつながりはこれまで以上に大切になっ
てくるのではないでしょうか。陳さんは、家族との「絆」を充電
して 2月末日、鹿児島大学に帰ってくる予定です。今後とも米山
奨学生へのご理解とご協力をよろしくお願い致します。
会長の時間でした。

1969

■ 池畠　泰光
　産まれも育ちも鹿児島県桜島は白浜です。錦江湾
の中をズッと東に回った湾奥辺りで、海の幸と山の
幸に恵まれた風光明媚な所で幼少時代から暮らして
きました。桜島には、四季折々の農産物や海産物が
取れる所です。昔のことわざに「桜島から嫁じょを
貰えば一年中、食べ物には心配はない」と云われて
いたのです。その様な中で海の幸と云えば春にはキ

ビナゴ・アジ・イサキ・イカ・タチウオ・タコ、夏にはアラカブ・

タイ・イトヨリ、秋にはヒラス・アカバラ・ハマチ、冬にはアラ・
黒鯛・シイラ・チヌ・カジキが釣れます。畑では春は椿が咲き、ビ
ワが成り、夏には甘夏みかん西瓜、秋にはから芋、桜島早生みかん、
シャインマスカット、冬には里芋・桜島大根等が収穫され一年中
活気に満ちた島でした。
　桜島で暮らす人達は若者は桜島村営のバス・フェリー・桜島や農
協・郵便局等公共施設で働き、特にフェリーで勤務する人が多かっ
たのです。1968 年頃までは好景気が続きました。税金も他の地域
からすると半分以下だったのではないかと思います。しかしその
後、桜島の降灰が毎日のように降り続き、農産物は桜島の爆発によ
る粉石で皮が焼けたりキズが付いたり木は灰が降った後に雨が降
るとドロだらけになって木が支えきれなくなり倒れたり、葉は落

年男　年頭所感

加島　繁

２月



ロータリーソング：「我等の生業」
職業宣言唱和：５・６
食事：「百万ドル食事」・「本日の演奏」
会長の時間：会長　加島　繁君
会務報告：幹事　高岡　和也君
１）本日の配布　①週報
　　　　　　　　②国際ロータリー第 2730 地区フォトコンテストチラシ
２）2月予定しておりました情報集会は延期となりました。
３）�鹿児島復活協会で開催されます入来慶子さんのコンサー

トチケットをご希望の方は事務局までご連絡ください。
開催日 2/6、2/27

４）�本日予定しておりました学習会は延期、ラウンドテーブ
ルは中止となりました。

７）次週　２／１（月）例会プログラム

　・職業奉仕賞授与式　
　　南日本新聞大明丘販売所　新福（しんぷく）　ナヤミ様
� 　　　・例会終了後　定例理事会開催　開聞にて
出席報告：出席委員会
スマイルボックス：親睦委員会
卓話：会員卓話＝「年男　年頭所感」
　　　　　　池畠　泰光君、志賀　啓一君、栫　浩多郎君

次回例会　令和３年２月８日（月）

クラブ奉仕フォーラム

出席率 会員数 出席数 出席報告
第1995回例会 54名 36名 76.60%
前々回（1月18日）の補正 54名 27名 72.97%
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●海江田　順三郎君／先週鹿児島RCの例会にメーキャップしまし
たが「ロータリーは奉仕団体だからコロナにも奉仕をしよう」と積
極的な会長の提案がありました。私は対外的な奉仕と同時に、ロー
タリアンからコロナ感染者や退会者を出さないことも重要だと思
いました。
●志賀　啓一君／大変ご無沙汰して申し訳ありません。本日は年男

年頭所感よろしくお願いします。また、学校の方もおかげさまで
大学入学共通テスト（旧センター試験）まで大過なく修了しました。
進路に迷っているお知り合いがおられましたら、志學館大学又は
鹿児島女子短期大学をよろしくお願いします。共通テストを受け
ていても受けていなくても出願できます。
●田實　大志朗君／誕生日のプレゼント有難うございます。二十七
日で七十才になります。これより身体に気を付けて頑張って参り
ます。どうぞ宜敷御指導お願い申し上げます。

1月25日のスマイル　小計 7,000円　2020〜2021年度　累計 350,098円

ちたりしたのです。桜島の水産物は養殖事業も盛んだったのです。
ブリ・カンパチは全国でもトップクラスでしたが相次ぐ桜島の灰
で海にヘドロが溜まり、台風時期には土砂が流れ込んだりして海
の環境も悪くなって来たのです。その様な自然環境の変化に伴い
人口も高齢化が進み、2000 年には市町村合併になりました。桜島
での農業に見切りを付けたのが 1970 年、今から 50 年前の冬の事で
した。その頃は日本も経済成長が高度成長期のまっ最中です。バ
ブルの頃です。スーパーマーケットもどんどん出来て、今まであっ
た地域のマーケット（朝市）滑川マーケット・交通局マーケット・
南林寺市場マーケット・騎射場マーケット・郡元マーケット・脇田
マーケット・塩屋マーケット等がだんだん淘汰されて、ワンストッ
プで買えるアメリカ式ショッピングがやって来ました。日本で一番
最初導入したのが東京青山の紀ノ國屋が 1953 年に客が自ら選びレ
ジで精算する方式を取り入れました。以後、全国に広まって行き
ました。弊社は城山団地の宅地造成時に店舗用地分譲の頃に坪単
価 25 万、60 坪で創業しました。桜島みかんの産地直売がひとつの
キャッチフレーズでした。桜島みかんは灰で皮はきれいではなかっ
たが味が良いと好評でした。あれから 50 年過ぎた現在ではショッ
ピングモールやコンビニエンス・ドラッグストアー・業務用ディ
スカウント等、販売形態は大きく変化して来ました。食べたい物、
買いたい物、欲しければいつでもどこでも買える時代です。しかし、
食べ物は命の源であることだけは忘れてはなりません。なぜなら
体に良くない物が大量生産されて安くて沢山世の中に出回ってい
るからです。調味料にはさ・し・す・せ・そ、とあります。さとう・
しお・酢・しょう油・ソース・など全てが大量に出回っている物
には訳があるのです。「表示」の所に必ず書いてある物がアミノ酸・
脱脂加工大豆・食塩・果糖（ぶどう糖）・サッカリン・ナトリウム・
エネルギー・炭水化物等が表示されています。多く含まれている物
から順に明記される様に義務付けられています。その様な事をしっ
かり認知された上で商品を購入されて下さい。体に良い物、食べ
て安心な物・これからの商いに精進しながら健康に良い物、薬膳
食品を開発しながら販売に取り組んで参りたいと更なる新に挑ん
で行きたいと存じます。今年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

■ 志賀　啓一
　皆様ご無沙汰しております。昨年４月より鹿児島
女子短期大学の学長を兼任することとなり、なかな
か出席できず、申し訳ありません。
　さて、年男年頭所感ということですが、まず、私
立学校としての最重要事項は募集であります。学生・
生徒・園児が来ていただかないと、経営が成り立ち
ません。大きく社会情勢が変わった今年度は、外

部への広報手段が限定され、募集活動も手探りではありましたが、
現在のところ昨年度と大きな変動なく推移しております。来年度
へ向けて新たな広報手段などを検討中です。
　次に教育内容についてですが、オンライン授業の技術は継続的
に習得しつつも、基本的に可能な限り対面授業を推進していくこ

ととしました。賛否両論ありますが、特に短期大学は資格と連動
した課程も多く、実習・演習をオンラインでカバーするには限界
があります。来年度は、この方針が世間にどう評価されるか注視
することになります。
　最後に、就職・進学についてであります。当初はそこまで影響が
ないような数字で推移しておりましたが、やはり求人件数が減り、
就職率もやや伸び悩んでおります。今年はこの社会情勢の中でも
選んでいただけるような人材育成と就職活動が重要になってくる
と思われます。
　入口、中身、出口と、それぞれにおいて時代に即応した体制を
構築できるよう、努めてまいりたいと思いますので、今年もどう
ぞよろしくお願いします。

■栫　浩多郎
　本年で生まれた年を除くと３度目の年男になりま
す。昨年は会社としても 80 周年と社長交代もあり
ましたが、何よりも印象として残っているのは本年
も猛威を振るっておりますコロナウィルスです。弊
社はお客様宅や企業様を訪問する営業が基本となる
企業の為、４月の緊急事態宣言以降は訪問してよい
ものかどうかなど非常に悩みながら動いておりまし

た。また、お客様の中でも来店型のご商売をされている会社さん
も多くございましたので、理念として「より身近なライフサポー
ター」を掲げている企業として今何を求められているのかを問わ
れました。様々な取り組みを実行いたしましたが、その中でもお
喜びいただけた事として、飲食店など来店型の商売をされている
企業様の販促チラシを自社のお客様に配布しサポートする取り組
みと、クリスマスに実施いたしましたサンタ大作戦というイベン
トがございます。弊社の社員がサンタの格好をして、事前にプレ
ゼントをお預かりして訪問をするのですが、多くのお客様にお喜
びいただけ、コロナ禍という非常に行動が制限された中ではござ
いましたが、いろいろな可能性にも気づけた１年でした。
　本年もコロナの影響は大きいものと予測しておりますが、お客
様に寄り添い、地域に寄り添い、ビジョンである「暮らしやすい
まちをつくる」ために邁進してまいります。また、ロータリーの
活動といたしましても青少年委員長を仰せつかっておりますので、
皆様のお役に立てるよう活動してまいります。本年もご指導ご鞭
撻のほど宜しくお願い致します。

出席報告 スマイル発表

本日の曲目：ニューシネマパラダイスのテーマ・いのちの歌・ムーンリバー・ダニーボーイ� 演奏：入来慶子


