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例会日：毎週木曜日 18時 30分  例会場：関観光ホテル 住所：岐阜県関市池尻 91-2 

事務局：岐阜県関市下有知 1655-1山田ビル 1階Ｄ室  TEL(0575)24-7332  FAX(0575)23-5278 

会長 川村紳一  副会長 西田健一  幹事 石原妙生  クラブ会報委員長 大藪太 

 

 

 

 

 

 

 

本日のプログラム 新型コロナウイルス感染症対応原稿例会 

第 2037 回例会 2021 年 5 月 6 日（木） ／ 担当 会場監督

＊会長あいさつ 川村 紳一会長 

 関市も、まん延防止等重点処置の対象になり、原

稿例会になりました。本来なら国際ロータリー2630

地区 奉仕プロジェクト部門・国際奉仕委員会 委

員長 勝川 生人様の卓話「コロナ禍の国際奉仕に

ついて」を拝聴する予定でしたが、中止になり残念

です。 

 さて、大型連休がまず終わりました。まだ９日ま

で休みと言われる方もお見えかと思いますが、９市

町のまん延防止等重点処置の指定が大型連休開け 11

日の期限を前に、延長するかどうか焦点となってい

ます。第４波到来の中、政府はこの一年間、何をし

て来たのか、毎回同じことの繰り返しの様に思われ

ます。４都府県に出されている緊急事態宣言は短期

集中で強い処置を出したにも関わらず、事態は収束

する気配が感じられません。ゴールデンウイーク期

間中、外出は控えて下さい、県外への移動は控えて

下さいと要請しているにも関わらず、各地の行楽地

は人であふれている状況で、密集状態のところもあ

ったようです。 

また、懸念されることは、コロナウイルスの変異

株です。英国株、それを上回る脅威のインド株、こ

れはすでに国内で見つかっています。インドでは、1

日 34万人もの感染者があり、事態は深刻です。世界

のメディアが連日、インドの惨状を伝えています。

病院のベッドが埋まり入院ができない大勢の人が路

上で酸素吸入を受けているかと思えば、一晩中火葬

の火が絶え間なく燃えている。しかし、日本でもイ

ンド株が英国株の感染力を上回れば、今後日本でも

同じ様な惨劇を目の当たりにするかもしれません。

いずれにしても、今、第４波のまっただ中です。ま

ずは一人一人が、ソーシャルディスタンスを守り、

人にうつさないように心掛けて毎日を過ごしましょ

う。 

コロナ禍の二年目、生活スタイルが特に変わった

のは大学生たちです。今年の新入生、大学二年生は 1

年間オンライン授業で、対面授業ができずキャンパ

スすら行ったことがない、友達作りができず帰省で

きない学生は孤独感の中で過ごし、依然としてリモ

ート講義が続くのか、という先の見えない状況で心

理的なプレッシャーを感じている学生も多く、適応

障害に陥る危険が懸念されます。 

2020～2021年度 関中央ロータリークラブ会長テーマ 

「一人ひとりが輝く」 

  ～会員同士の絆を大切に～ 



 最後に、コロナ禍で毎日必死になって患者さんと

向き合っている医療関係者の人たちに心から感謝し、

また例会でお会いすることを心待ちにしたいと思い

ます。 

＊原稿卓話 

寄稿者 国際ロータリー第 2630地区 

奉仕プロジェクト部門・国際奉仕委員会 

委員長 勝川 生年 様 

テーマ 「コロナ禍の国際奉仕について」 

  

  

■目標とする支援 

1.新生児・赤ちゃんの死亡率削減及び５歳未満幼児

の死亡率と罹患率の削減。 

2.医療専門家による医療従事者へ研修。 

3.医療専門家による母親講座の開催。 

4.このプログラムに、地域社会全体の参加を促進。

■活動による受益者の利益 

1.最新の医療機器備品及び医療設備を設計します。 

2.幼児のヘルスケアに向けてのサービス改善及び医

療専門家による医療従事者への研修をします。 

3.健康な妊娠と母乳育児の重要性について専門家に

よる講義を開催します。 

4.地域社会の参加を促進して地域社会全体に恩恵を

受けます。 

■実施国側の役割 

1.対象地域の地元ロータリークラブと連携し、貧し

い地域で暮らす妊婦に対して医療機関が出産に関

する知識を調査します。そして地域のリーダーと

も協力して支援全体の必要性を審査します。 

2.地元のロータリークラブと Sampran 病院の医療

従事者及び周辺の医療機関との話し合いを重ね、

医療機器備品設備等を審査します。そして資金の

調達と寄付等について話し合い、助成された資金

の管理を確実にします。 

3.受益者にプロジェクト成果の聞き取りと、地域で

の評価を審査します。 

4.地元とソーシャルメディア（オンライン上での情

報交換）を通したロータリーの公共イメージの向

上に努めます。 

■援助国側の役割 

1.支援国側とのプロジェクト計画を作成します。 

2.予算と財務管理計画を策定し、プロジェクト資金

を調達します。 

3.進行中のプロジェクトを監視します。 

4.ホスト・ロータリアンとの間で補助金管理体制を

確立します。 

5.プロジェクトの完成後、現地へ赴き、システムが

計画どおりに地域に利益をもたらしているかを確

認します。 

■プロジェクトの予算(us$) 

1.肺換気装置室内換気装置 27,419 

2.新生児集中保育器  17,742 

3.黄疸光線治療機器   10,355 

4.加湿器付酸素吸入器   5,806 

5.黄疸治療機器用 LEDランプ  3,210 

6.胎児用新生児用聴診器   1,806 

7.医療関係者及び母親への研修等  1,862 

予算の総額    68,200 

■D2630 調達資金(us$) 

1.地区財団活動資金 DDF 16,000 

2.クラブ等からの現金 



 多治見リバーサイド RC 3,200 

D2630 資金合計  19,200 

■D3330 調達資金(us$) 

1.地区財団活動資金 D3330(DDF） 16,500 

D3330資金合計   16,500 

■全ての調達資金(us$) 

1.地区財団活動資金 

DDF（D2630・D3330）  32,500 

2.クラブからの現金拠出金 

多治見リバーサイド RC  3,200 

3.WFからの上乗せ金  32,500 

全ての調達資金合計  68,200 

■活動事業報告 

（ガバナー月信 2021 年 3 月号より抜粋） 

コロナ禍でロータリー活動も大きく変化しています。

世界で良いことをしようと、国際奉仕委員会は各ク

ラブの応援をしています。そんな中、グローバル補

助金事業が無事に完了いたしました。 

プロジェクト名：母子の健康 ID GG2118192 

支援国 第 2630 地区  

支援クラブ：多治見リバーサイドロータリークラブ 

実施国 第 3330 地区 

実施クラブ：Sana m-Chan ロータリークラブ 

協力団体：Sampran Hospital 

寄贈品 

・新生児集中保育器（高度管理医療機器）と周辺機器 

・新生児黄疸光線治療機器と周辺機器 

・肺換気装置及び室内換気装置等 

・医療専門家による医療従事者及び母親への研修プ

ログラム等 

総予算 68,200US ドル（約 730 万円） 

このプロジェクトは、2019 年津市で行われた地区大

会に参加をされました、第 3330 地区パストガバナ

ーDRFC Wichai 様とパスト会長 Dr.Indy 様から、

タイ郡部での医療不足の改善を相談された事から始

まりました。タイ国の国別乳児死亡率は日本の 1.8％

と比較して 7.7％と高く、水と衛生状態の問題等から

罹患率も影響される事が考えられます。高度な医療

機器を望む熱意は非常に強いものでした。同様な医

療設備はバンコクなどの都市部、高度な施設には設

置されているようです。しかし、設備の無い郡部か

ら患者が搬送される際、時間と距離が障害となり助

からない命が多くあるのが現状です。 

 第 3330 地区のロータリアンが現地の視察と調査

を行い、医療関係者とも相談を重ね Sampran 

Hospital への支援を決め、専門家に医療機器を選定

して頂き、研修プログラムも練り上げて今回のプロ

ジェクト事業になりました。本当に多くの関係者の

努力で、医療機器を設置し研修プログラムも実施さ

れ、また幼児発達を促進するプロジェクトや母親教

室も開催されています。 

子供たちを早く助けたいとの思いで、引き渡しセミ

ナーも早めに進めました。本来ならば 2630 地区・

支援クラブのメンバーも現地へ行ってセレモニーに

参加し、視察をして多くの方々が心から喜んでいる

姿に感動を頂き、そしてロータリアン同士の親睦も

深める予定でしたが、コロナ禍で参加できませんで

した。 

 その引き渡しセレモニーは地元メディア（テレビ

報道）でも大きく取り上げられ、喜びと関心の大き

さを強く感じます。多くの写真そして動画も送って

頂きました。実施国のクラブは、この素晴らしいプ

ロジェクトの継続を強く望んでいます。 

 国際奉仕委員会は、グローバル補助金事業のご報

告と共に、地区内の各クラブへ卓話等で広報に努め、

賛同して頂けるクラブを期待したいと存じます。 

世界各国が国境閉鎖している現状。 

動画 URL 

https://www.rid2630.jp/docwp/movie.mp4 

（日本語字幕付き） 

https://www.rid2630.jp/docwp/news.mp4 

（現地ニュース タイ語のみ） 

（抜粋終了） 

 



  

 

 

 

 

   

  

＜次例会の案内＞ 

第 2038回 2021年 5月 13日（木） 

卓 話 ㈲虎屋 代表取締役 

関市ＰＴＡ連合会 会長 

 古田 敦資様 

テーマ 『2020東京オリンピック聖火リレー 

大垣を走り終えて』 

担 当 インターアクト委員会 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、 

原稿例会に変更する可能性がございます。 


