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第 3183 例会

2020 年 04 月 07 日(火)
ホテル花城

◆例会プログラム

進行：会場監督 S.A.A

□開会点鐘
鹿討会長
□国歌斉唱
□ロータリーソング斉唱
□四つのテスト
□ゲスト紹介
幹事
□本日のプログラム、メニュー
親睦委員会
□会長の時間
鹿討会長
□慶祝
□幹事報告および委員会報告
幹事
□出席報告
出席委員会
□ニコニコ・ボックス
ニコニコ・ボックス委員会
□閉会点鐘
鹿討会長

◆幹事報告

幹

事

・
「国際交流ムーンナイトクルーズ中止」のお知らせ
〔2020 ホノルル国際大会推進コーデイネータ
桑原茂〕
・新型コロナウイルスに関する友事務所対応の件
〔ロータリーの友委員会 委員長〕
・新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた「日本事務
局在宅勤務」のお知らせ
〔国際ロータリー日本事務局 事務局長 小林宏明〕
・母子健康月間リソースのご案内
〔国際ロータリー日本事務局 業務推進・資料室〕
・創立 50 周年記念式典・祝賀会延期のお知らせ
〔大船渡西 RC 会長 鈴木 信男〕
・清光学園だより
第 27 号
〔児童養護施設 清光学園〕
・令和 2 年度入学式について〔お知らせ〕
〔岩手県立花巻南高等学校 校長 菅原 一成〕
・新型コロナウイルス感染拡大に因る休館について
〔ロータリー文庫運営委員会 委員長 大野清一〕
・4 月ロータリーレート 1 ドル＝108 円
〔ガバナー事務所〕
・新型コロナウイルス感染拡大に伴う事務局テレワーク
対応のお知らせ
〔公益財団法人ロータリー米山記念奨学会〕
・国際ロータリー第 2520 地区クラブ例会状況のお伺い
（4 月以降）
〔国際ロータリー第 2520 地区
ガバナーエレクト 伊藤智仁〕
・
「ガバナー特別賞」の決定について
〔国際ロータリー第 2520 地区 ガバナー 鈴木 賢〕

◆今後のプログラム・その他の予定
04/14(火)未定
04/21(火)クラブフォーラム
04/28(火)観桜会（歳祝い）菊の会合同 夜例会
（担当：親睦委員会）中止
05/05(火)ＧＷ休会（定款第６条による）
05/12(火)慶祝・会員卓話
05/19(火)クラブフォーラム 地区協議会報告
05/26(火)花巻 RC 奨学生 奨学金交付式
(担当：奨学生委員会)
06/04(火)慶祝・クラブ協議会(年間事業報告)
06/11(火)クラブ協議会

◆3182 回

例会の概要

例会メニュー
め か じき

目梶木の唐揚げ
山菜あんかけ

■会長の時間（33/48）鹿討康弘 君
菊の会と合同の観桜会を中止と致します。菊の会の会長
であらせられる嫁さんからも「本当にやるの？」
「どうす
るの？」と決断を迫られておりました
が、先ほど皆さんに相談したところ、
「今回は中止でよろしいのでは・・」
との多くの意見がありましたので、決
定とさせて頂きます。
先日、娘と話していたら「今まで選
挙行ったことなかったけど、次の選挙には絶対行く！」と
怒りを表していました。高校中退、無職、二児の母で自他
ともに認める「無教養」な彼女ですが「安倍総理と麻生さ
んに頭にきた！」らしいです。新聞など読まず、テレビは
バラエティとドラマ、情報は SNS の娘ですが、その彼女
ですら現状に対して「なんか、おかしい」とやっと気づき、
大人の階段を上り始めたみたいです。

◆ゲストスピーチ
奥州市地域おこし協力隊
チンピンユィン

陳 平 芸 さん
陳平芸と申します。台湾では 10
人 1 人が「陳」という苗字なので、
周りからは「平(ピン)ちゃん」と呼
ばれています。良かったら「ピンち
ゃん」と呼んでください。
今、奥州市地域おこし協力隊として活動していて、日本
には 6 年住んでいます。最初京都・大阪に 2 年程いて、

その後岐阜で専門学校に通い、その後岩手に来ました。台
湾と奥州市との文化交流や奥州市の観光 PR を台湾に向
けて行っています。
当初は「台湾総統選挙」についてお話しようと考えてい
ましたが、新型コロナウイルスが流行しているので、そち
らのお話をしようと思います。
台湾では現在毎
日、新型コロナウイ
ルスについて記者会
見を行っています。
アメリカの CDC(疾
病予防管理センタ
ー)のような機関が
行っています。新型
コロナウイルスの正
式名称は「COVID-19」ですが、台湾では「武漢肺炎」と
呼んでいます。台湾は以前流行した、SARS に対する措置
や対策の経験がありましたので、ご紹介をしたいと思い
ます。
皆さんご存知の通り、SRAS(重症急性呼吸器症候群)は
2003 年に流行した疾患ですが、始まりは 2002 年 12 月
で、すでに中国の広東省で流行していました。ですが、中
国国内ではインターネット上の SARS に関する噂や情報
は中国政府によって削除されていました。2003 年の 2 月
に中国広東省が発表をしましたが、その時すでに世界中
に感染者が出ていました。台湾では 3 月に感染者が出て、
診断のための SARS に関する情報を WHO に加盟出来て
いないので中国から得ようとしましたが、得られず 70 数
名という死者がでました。
◆どういう政策をしたかのか
＊アメリカ CDC のような組織をつくる。
＊伝染病に係る法律をつくる。
・伝染予防として予防治療
・法を破ったときの懲罰
・フェイクニュースを拡散した人への懲罰
・・・など。国と地方が統一して施行できる法律を作り
ました。今回のコロナに対する迅速な対応（政府のマスク
一括買取/配給やフェイクニュースの鎮静など）が出来る
のはこの法律のお陰です。
≪以後省略≫
ピンちゃん、
お忙しい所、
ありがとうご
ざいました！

■ニコニコ・ボックス紹介 ニコニコ・ボックス委員会
≪鹿討康弘君≫
ピンちゃん、本日はお忙しいところありがとうござい
ました。とても貴重な話が聴けてよかったです。私も今
日から「武漢ウイルス」と呼ぶことにします。
≪立花徳久君≫
私は台湾が大好きです。食べ物は美味しいし、お茶も香
りが良くて品質がとても良い。早く世の中が平穏にな
り、渡航したいな～。
≪藤田勝敏君≫
陳さん。貴重なお話ありがとうございました。最近の自
民党政府の自浄能力の無さには呆れます。安倍さんで
は現在の危機を乗り越える事は厳しいかも？
≪阿部一郎君≫
陳(チン)さん本日は花巻 RC の例会でスピーチをして
頂きありがとうございます。台湾の現状を理解する事
が出来ました。今後の御活躍を祈念致します。
≪三田望君≫
ほとんどの会合が無くなり淋しい限りです。せめてロ
ータリーだけは・・・。ピンさん、ようこそ。台湾では
お世話になりました。あのドラゴンフルーツで命を長
らえました。感謝。
≪橋川秀治君≫
ピンちゃん、貴重なお話ありがとう。台湾の政府は本当
にしっかりしてて素晴らしいです。真実を知らせ、それ
に基づく対応を国も国民も一体となってやっている台
湾にリスペクトが止まりません。
≪佐々木史昭君≫
陳平芸(チン ピンユィン)さんの「台湾リポート」台湾
の新型コロナウイルス対策にまつわる、大変興味深い
お話をありがとうございました。日台の益々の交流、陳
さんの更なる御活躍を御期待申し上げます。
≪髙橋豊君≫
商工会議所専務伊藤隆規氏が本日退職となりました。
誠実な仕事ぶりに感心しております。RC の皆さんにも
お世話になりました。明日から市村 律(おさむ)氏が専
務となります。RC でもお世話になると思います。よろ
しくお願い致します。
≪吉田和洋君≫
平(ピン)さんお久しぶりです。昨年の台湾では大変お
世話になりました。ありがとうございます。来年の台北
世界大会は行けるかな？今年のホノルル大会は中止と
なってしまいました。
ニコニコ・ボックスへのご協力、
ありがとうございました。

2019-20クラブ会報委員会

◆出席報告

出席委員会
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編集責任者：鹿討康弘

33 人中 14 人 出席
前回修正

55.5％

出席率 51.8 ％
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