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前回例会出席率

令和４年３月７日　第2036回例会

週報 No.

73.00%

橋元　隆

新しい年になり既に半月が過ぎ、遅れ
ばせながら、明けましておめでとうござ
います。会長として残り半年、下村幹事
と頑張っていきますので宜しくお願いい
たします。新年を迎え皆様と晴れ晴れし
く新年の挨拶を交わしたかったところで
すが、今年に入って、新型コロナウイルス感染急拡大と
なっております。それを踏まえて、２月いっぱいまで、
事前に連絡いただいた方は出席扱いという措置をとらせ
ていただきます。会員の皆様には木曜日中に FAXで通
知させていただいております。
そこで本日は最近流行しているオミクロン株につきま
して、ネット・新聞等で調べたことを紹介させていただ
きます。
オミクロン株の初期症状は発熱、のど痛と言われてお
ります。潜伏期間が３日程度で、従来のウイルスのおよ
そ５日より短く、感染しても７日から９日間でウイルス
が排出されなくなるみたいです。濃厚接触者の待機期間
も原則 14 日間から 10 日間に短縮することが決まりまし
た。エッセンシャルワーカー ( 警察や保育、介護職員な
ど社会機能維持に必要な者 ) に限り、最短で待機６日目
の検査で陰性ならば、解除されるとなりました。医師や

看護師ら医療従事者は、毎日の検査で陰性が確認されれ
ば勤務できるとなりました。
このように待機時間が短縮されていることからも、オ
ミクロン株はデルタ株に比べて軽症と言われているみた
いですが、それは大きな間違いみたいです。「デルタ株
に比べて病毒性が弱い」と言うデータがあるだけで入院
等のリスクが極端に下がっている訳ではなく、依然とし
て警戒は必要なレベルみたいです。オミクロン株はデル
タ株に対して感染力は３倍と言われています。ご存知の
通り、手洗い・うがい・マスク着用はコロナウイルスに
対する重要な感染対策です。手に付着したコロナウイル
スに関しては、流水で 15 秒以上手洗いすることで、残
存ウイルス率は手洗い前に比べ、約 1％に減り、ハンド
ソープで 10 秒もみ洗い後、「流水で 15 秒すすぎ洗いを
２回繰り返す」ことで、約 0.0001％になるとのことです。
その後の３回目の予防接種をできるだけ早く行うこと
は政府に期待しましょう。
病毒性が弱まっているとはいえ、感染者数が増せば重
症者数も以前より増える可能性があるとされています。
つまり、新型コロナウイルスの軽症=風邪という認識は
大きな間違いです。
皆さん、これまで以上に気を付けながら、コロナ収束
まで頑張っていきましょう。
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会員卓話「年男年頭所感」会員卓話「年男年頭所感」

川畑　英樹
今年、私は人生７回目の「年男」を迎え

ます。最初が生まれた年の昭和 25 年です。
そして今年の８月に 72 歳になります。
最近発表になった「日常生活に制限のな

い期間の平均」いわゆる健康寿命は、男性
が 72 歳、女性が 75 歳だそうです。ちなみに、日本人の
平均寿命は、男性が 81 歳、女性が 87 歳だそうです。
さて、「年男」という事でちょっと調べてみました。

今年は寅年です。寅年でも 36 年に１度の周期で巡って
くる「五黄の寅」の年です。この「五黄の寅」は、九星
と呼ばれる中国の民間信仰と、十二支を組み合わせたも
ので、九星のうちの１つ「五黄土星」とは生まれながら
にしてリーダー気質を持ち、周囲を圧倒する強大なパ

ワーを持っているそうです。九星気学は９年、十二支は
12 年で一巡するので「五黄の寅」は、36 年に１度しか巡っ
てこない、とても強い運勢である寅年だそうです。
最近で言えば、私の生まれた昭和 25 年、昭和 61 年、

そして今年となります。そう言えば、私がサラリーマン
をやめて、起業したのが昭和 61 年でした。今にして思
えば、そう言う星のもとだったのかも知れません。そし
て、この次の「五黄の寅」の年は、今年から 36 年後で
すので、私が 108 歳の年になります。無理かなぁ？無理
ですね。今年までと言う事にします。
元旦の日に、今年はついている年になるぞと思い、初

詣で引いたおみくじは、「末吉」でした。人生こんなも
のかとつくづく思う次第でした。
最初に申し上げました様に、今年が私の健康寿命の年

になります。ロータリーの元気な先輩達を見倣って、健
康で長生きに挑戦したいと思います。

ゲスト卓話＝米山記念奨学生　陳　珂雨様 水と衛生月間３月



ロータリーソング「それでこそロータリー」
職業宣言唱和：３・４
食事：「米山ランチ」・「本日の演奏」
会長の時間：会長　橋元　隆君
誕生日お祝い：高岡　和也君（2日）・小笹　貴之君（７日）・
　　　　　　　田實　大志朗（27 日）
会務報告：幹事　下村　哲也君
１）本日の配布　①週報（1/12 日、17 日分）　②月信 1月号
　　　　　　　　③ロータリーの友 1月号　④ IMチラシ
２）�コロナ関連により欠席される方は事前にご連絡いただけ

ましたら出席扱いとします。
　　２月末まで。
３）�１月 31 日（月）学習会・ラウンドテーブルは中止、２
月の情報集会は延期となりました。

４）1/23（日）　RCC例会　場所：リンクビル９階　
　　指名出席者→里・宇井　各会員
５）次週　1/24（月）例会プログラム　
　　会員卓話「新入会員自己紹介」　小濱　愛斗君／
　　クラブ協議会「上期報告・下期計画」
　　　次々週　1/31( 月）例会プログラム
　　　　職業奉仕賞授与式　　
　　　　　受賞者　㈱南日本総合サービス　樋口　茂光�様

出席報告：出席委員会���
スマイルボックス：親睦委員会
３分間情報：友の見どころ→広報雑誌・ＩＴ委員会
卓話：会員卓話「年男　年頭所感」　　川畑　英樹君
　　　クラブ協議会：「上期報告と下期計画」
　　　親睦委員長：小笹　貴之君
　　　プログラム委員長：丸山　健太郎君
　　　広報雑誌 IT委員長：中間　貴志君
　　　会員増強委員長：下　隆治君
　　　R財団委員長：川路　理幸君
　　　職業奉仕委員長：宮脇　謙舟君
　　　社会奉仕委員長：吉田　健朗君
　　　国際奉仕委員長：坂元　直人君　

次回例会　令和４年３月 14 日（月）

ゲスト卓話「桜島大根の底力」
鹿児島大学農学部講師　加治屋　勝子 様

出席率 会員数 出席数 出席報告
第2035回例会 54名 27名 73.00%

前々回（12月20日）の補正 54名 27名 72.97%
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本日の曲目：カヴァレリアルスティカーナの間奏曲、星に願いを、春よ来い� 演奏：入来慶子

●海江田　順三郎君／昨年末に鹿児島市スポーツ振興協会よ
り太極拳部門の功労者表彰を受けました。太極拳の各流派を統
合して、鹿児島市体育協会に入会し、イベントに参加したこと
が評価されたようです。
●本坊　修君／今日は感染者 25,658 人の発表でしたが近い内
に 50,000 人を超すのではと心配しています。然しコロナのお蔭
で出席率向上です。
●高岡　和也君／誕生日お祝いありがとうございます。44 歳
になりました。いつまでも若いつもりでいましたが、ゴルフは

飛ばなくなって２日後に筋肉痛になり、体重は変わらないのに
体形が変わって服がきつくなったりと衰えを感じています。健
康に気を付けて今年も１年無事に乗り切りたいと思います。
●中間　貴志君／昨年、年男年頭所感にて年内 100 切りを宣言
しておりましたが、昨年ラストの 12 月 30 日、蒲生カントリー
祁答院コースで、47・49 の 96 で年内 100 切り達成できました。
皆様の指導ありがとうございました。メシがうまいです。
●小笹　貴之君／誕生日祝ありがとうございます。今年で 50
となりました。人生折り返しのつもりで、心身ともに健康第一
で頑張りたいと思います。

１月17日のスマイル　小計 14,000円　2021〜2022年度　累計 347,807円

クラブ協議会「上期報告・下期計画」クラブ協議会「上期報告・下期計画」

■プログラム委員会　
委員長　丸山　健太郎

前期はゲスト卓話にタイムリー性のある
講師を招きたいとの方針で臨みました。コ
ロナ対策で鹿児島市の陣頭指揮にあたった
吉住嘉代子さん、奄美の世界自然登録を目

前に専門家の奥山正樹さん、今はやりのDXについてコ
ンサルタントの上野卓志さん、18 歳の町内会長の金子陽
飛さんなど多彩な顔触れになったと思います。また会員
同士の相互理解を深まるための会員卓話も 2回実施しま
した。一方、コロナのためにレディース例会が開けなかっ
たのは残念でした。後期についてもゲスト卓話や会員卓
話を一層充実させて、会員の知見を深めたり、相互の理
解を深めるよう楽しいプログラムを計画していきます。

■ロータリー財団委員会
委員長　川路　理幸

・上期報告

昨年 9月 4 日にロータリー財団補助金管
理セミナーが ZOOMで開催されました。
寄付への理解、種類、寄付金の使われ方、

財団の管理などの説明などがありました。
11 月 6 日にグローバル補助金セミナーの講演が

YouTube でありました。こちらはグローバル補助金を
利用して実際に活動しているクラブからの発表があり、
準備からかなりの時間を要すこと、言葉の壁があること
など苦労話が多いのが印象的でした。
・下期計画では

ポールハリスフェロー、ベネファクターを達成したい
と思います。
我がクラブではポールハリスフェローは入会順でだい

たい 5年程度、ベネファクターは会長をされたタイミン
グでお願いしています。ご理解ご協力お願いいたします。

スマイル発表 友のみどころ出席報告会務報告


