
コロナワクチン接種が急ピッ

チに進められ始めました。自

治体や職域、大規模会場で

の接種など様々な場所で接

種が受けられるようになりつつ

あります。今のところファイザー

製とモデルナ製のワクチンを接種しているようですね。

接種場所によって打たれるワクチンが違うので選べる

ようになったことなんでしょうか。いずれにしてもワクチ

ンの保存方法や接種の際の注射器の取り扱いや濃

度の調整などをしっかりとして頂ければと思います。

さて、本日もマイロータリーより記事を紹介させてい

ただきます。ワクチン接種についてもう少し様子(後遺

症の心配)をみてみたいなどの考えを持っておられる

方もいると思います。私自身、ワクチン接種は自身を

守る、重症化予防、感染させないなどの効果がある

と考えております。皆さんは如何でしょうか。

6つのヒント by Elizabeth Schroeder

現在、世界中で新型コロナワクチンの接種が展開

されており、ワクチン接種の様子を自撮りで写真に収

め、ソーシャルメディアに掲載する人も多くいます。し

かし一方で、ワクチンに懐疑的な人もいます。実際そ

のような人の数は多く、公衆衛生当局は懸念を抱い

ています。ワクチンに対するためらいは、しばしば激し

い議論のトピックとなります。しかし、ワクチンは本来、

議論の対象となるものではありません。人びとが積極

的にワクチンを接種することは、世界保健に影響を与

える も重要な方法の一つです。

ひとの感情が入り込むトピックについて対話を始め

るのは常に難しいものです。以下にご紹介するヒント

は、あなたの大切な人がワクチン接種について新たな

観点から考えるきっかけになるかもしれません。

共通の価値を見つける：私たちは皆、家族の健康、

地域社会の繁栄、健康を自己管理できることなど、

共通する願いをもっています。ワクチンを拒否する人

を悪者扱いすることは、さらなる分裂を生み、事態を

悪化させるだけです。あなたが予防接種を受ける理

由を伝えてみましょう。それは例えば、高齢者など耐

性が低い人にとってのリスクを下げるため、または自

分の子どもを予防可能な病気から守るため、といった

理由があるでしょう。このような個人的な動機を伝え

ることで、相手との「人と人」のつながりが強まり、問題
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の核心に迫るのに役立ちます。

理解しようとすること：ワクチンを接種する理由がさ

まざまであるように、疑問を抱く理由もさまざまです。

デジタル化された現代では、誤った情報が簡単に広

がることがありますが、中には複雑で、醜い過去の歴

史に端を発するものもあります。例えば、周縁化され

たコミュニティでは、何世紀にもわたって医療機関か

ら不当な扱いを受けた歴史があります。このようなコ

ミュニティの人びとにとって、医療機関を直ちに信頼

するよう求められると、歴史的なトラウマがないがしろ

にされたように感じてしまうかもしれません。まずは相

手の気持ちを理解することが肝心です。

「C」を見極める：世界保健機関（WHO）は、ワクチ

ン接種へのためらいを誘発する3つの「C」、すなわち

「Complacency」（リスクに対する気の緩み）、「Conve

nience」（時間、場所、金銭面などの利便性）、「Confi

dence」（信頼のゆらぎ）について概説しています。こ

れに4つ目のC、つまり「Culture」（文化）を加えること

もできるでしょう。ワクチン接種をためらう人の割合や

その理由は、国やコミュニティによって大きく異なりま

す。このような違いを認識することで、間違った推測

を防ぐことができます。例えば、宗教上の理由でワク

チンを受けない人がいる場合、安全性の統計をもっ

て説明しても役に立たないかもしれません。

シンプルに事実を伝える：相手の誤解を正そうと躍

起になることがあるかもしれません。しかし、それがか

えって相手の疑いを深くしてしまうことが多々あります。

ある情報が間違っていることを強調するのではなく、

事実をシンプルに伝えましょう。例えば、HPVワクチン

の場合、「大規模な科学的研究が行われ、ワクチンと

自己免疫症状との間に関連性は見つかりませんでし

た」と伝えるだけでも効果はあります。

多数派の声を伝える：社会通念には強力な力があ

り、それを上手に利用することが肝心です。例えば、

「まだ大勢の人がワクチンを受けていないので早く接

種しよう」と説得すると、相手は「多くは接種していな

いのだから私も大丈夫」と受け止めてしまうかもしれま

せん。より効果的に伝えるには、「多くの人がワクチン

を接種しようとしている」こと、そしてその理由に焦点

を当てます。大規模な予防接種はグループ全体で

行うものであり、一人ひとりがそのグループの一員とし

て歓迎されるものです。

問題と解決策を明確にする：プールの飛び込み台

に立ったときなど、恐怖で体がこわばり、動けなくなっ

てしまうことがあります。重い病気に対する恐怖も同じ

です。ただ病気の恐ろしさを伝えるだけでは混乱を招

き、逆効果になりがちです。「これは深刻な病気」で、

「ワクチン接種は簡単で効果的」という2つのポイントを

同時に認識してもらうことが重要です。相手ができる

行動（つまり、ワクチン接種）を明らかにすることで、相

手の気持ちを支えてあげましょう。

ワクチンは誰もが繁栄できる世界を築くための手段

です。しかし、それにはチームワークが必要です。会

話を通じて、ワクチンへのためらいを抱く人と接してい

きましょう。

地区クラブ管理運営委員会ホームページリニュー

アルされました。地区ホームページの委員会ページ

に、「今さら聞けないロータリー」（よろず相談掲示板）

を作成され、委員会が回答やヒントをしていただけま

す。

【お祝いの方々】

親睦活動委員会 阿萬 正巳 副委員長

会員誕生日 後藤 定毅 君 6月11日

小野 泰弘 君 6月13日

結婚記念日 野口 宏 君 6月10日

「年度終了にあたり」

北砂 明彦 会長、野口 宏 幹事

クラブ管理運営委員会 担当役員 石川 健次

年度初めの良くない予想通り、年度を通してコロナ

の影響を受け、出席したくても例会はおろか、せっかく

準備をしていた奉仕活動や親睦活動の開催がままな

らなかった一年でありました。

そんな中でも、皆様のご協力と会長と幹事のキャラ

クターもあり、会長ターゲット「会える喜び、楽しみ、

笑顔を広げよう」だけは、何かと実践されたと思いま
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す。

委員会担当として特にご報告できることはありませ

んでしたが、各委員会の皆様には不自由な中で頑張っ

て活動して頂けたことあらためてお礼申し上げます。

プログラム・クラブ会報担当 委員長 橋本 日吉

今期の前半は、計画通りプロクラムを遂行できまし

たが、後半はコロナ禍の影響で休会が多くなり、予定

した計画案が遂行できませんでした。

親睦活動委員会グループ（スマイル・SL・出席担当）

委員長 石川 達男

本年度の通常例会、家族例会の実施は、新型コロ

ナウイルスの感染拡大に伴う、緊急事態宣言により、

多くの例会が中止になってしまいました。特に家族例

会は予定した例会はすべて中止となり、親睦活動で

きず、大変申し訳なく思っております。

会員増強・会員維持委員会担当理事 橋本 日吉

8/6、1回目の会員増強のクラブフォーラムを開催

して、多くの皆様から会員増強・会員維持についての

意見を頂きました。3月以降は、元会員さん2名、会

社訪問させていただきました。（定方寺舘盛さん、松

崎動物病院）いづれ息子さんが入会候補になると思

いますので、次年度へ申し送りたいと思います。この

一年、退会は無かったのですが、入会者を増やすこ

とが出来なく残念でした。

職業分類・会員選考担当 委員長 髙橋 清

今年度は会員の入会者がコロナの関係でありませ

んでした。コロナ禍の中で職業分類の見直しを致しま

せんでした。

公共イメージ委員会 担当理事 入江 公敏

奉仕活動が新型コロナウイルスの影響で活動が実

施することができず、今年度はイメージアップすること

はできませんでした。一部、しらかし会へ空気清浄機

の寄贈を行い、タウンニュースへの記事の掲載がで

きました。

奉仕プロジェクト委員会 担当理事 竹野 国敏

コロナの影響で予定していた映画鑑賞会と落語は

開催することができませんでした。唯一できたのは、

松風園に空気清浄機を寄贈できたことです。

職業奉仕担当 副委員長 向井 嘉男

四つのテストは、皆様のご協力より無事行うことが

出来ました。研修会、クラブのプロジェクトは、コロナウ

イルスのため、行うことが出来ませんでした。

国際奉仕担当 副委員長 髙橋 政勝

今年度は計画は実施できませんでしたが、その中

で姉妹クラブ韓国東慶州ロータリークラブの親睦、友

好は11月19日の例会に東慶州RCとのリモートで合

同例会が開催されました。新しいスタイルで国際交

流と親睦ができたかと、高く評価をしてよいのではない

でしょうか。

姉妹クラブ担当 委員長 小野 泰弘

当初は例年通り東慶州RCの訪日に合わせ、11月

に合同例会を予定していましたが、コロナ禍の影響で

訪日が不可能となり、代替え案として夜間例会「東慶

州RC訪日合同例会に代えて」を北京飯店にて開催

しました。各クラブの会員がビデオレターにてお互いメッ

セージを送ったり、過去の交流時に撮影した画像を

流したりしました。また、今年6月の東慶州RC会長離

就任式につきましても、コロナ禍の収束が見込めず参

加を断念することになりました。次年度は姉妹クラブ

担当者が代わりますが、コロナ禍が収束し、11月には

再び合同例会が開催できるよう望む次第です。

青少年育成基金委員会 副委員長 中村 友彦

本年度は南林間中学校へ助成を行いました。簡

易テントや大型扇風機等学校での暑さ対策で利用さ

れた旨、報告がありましした。校長先生より感謝の手

紙をいただき、喜んで頂けていることが感じることがで

きました。

ロータリー財団・米山奨学委員会

担当理事 石川 達男

新型コロナウイルス感染拡大における状況で、なか

なか活動ができず、申し訳なく思っております。しかし

ながら、皆様のご協力のより、米山奨学会寄付金は

達成率達成率100％％達成できました。（（545,000

円）ロータリー財団寄付金は達成率73.02%394,286

円になりました。ありがとうございました。
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米山カウンセラー 中村 友彦

米山奨学生の関さんは、コロナウイルスの影響によ

り、月1回の例会のみの参加となり、当クラブの会員

の皆様との親睦を深める機会が少なく残念な感じて

はありますが、彼女と会員の皆様の交流が進むよう、

今後も努めてまいります。

会場監督 正 鈴木 洋子

残念なことに、今年度もコロナ禍例会数も減りまし

た。ビジターも卓話者、関係者を除いてほとんどいらっ

しゃいませんでした。計画書に記載したSAAは輪番制

にしましたが、席の並び替えはできませんでした。テー

ブルの配置は学校の教室様式にしました。前向きとな

り、また隣との間を1つ空けることとしました。食事中は

和やかに歓談という訳にはコロナ禍の中でできません

が、会員の皆様のご協力により、今日を迎えることが

できましたこと、お礼申し上げます。 後になりました

が、髙橋清会員におかれましては、色々お手伝い頂

きありがとうございました。

ゴルフ同好会 会長 竹野 国敏

今年度 後の活動を6月27日座間キャンプで予

定しています。奮ってご参加お待ちしております。

ノルディック・ウォーク歩こう会 会長 石川 達男

本年度は9月に湘南海岸の散策ということで、辻堂

から茅ケ崎まで5～6㎞の砂浜を歩かせていただきま

した。江の島を見ながら素晴らしい景色を楽しませて

もらいました。散策後、美味しい網元料理を食べてき

ました。

カラオケ同好会 会長 髙橋 清

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、サー

クル活動は中止しました。一日でも早い収束を願い、

平和な暮らしができるよう望みます。

ダンス同好会 会長 野口 宏

コロナの影響により、レッスン、発表会等出来ませ

んでした。9月27日に終業式を

開催し、一旦区切りをつけました。

来年度には再開を目指しており

ます。
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佐々木 辰郎 様（大和田園RC）

久し振りにお邪魔させていただきました。よろしくお

願いいたします。

北砂 明彦 会長、野口 宏 幹事

本年度の例会も残すところ2回となりました。本日

はクラブ協議会です。コロナ禍でのロータリー運動に

関してご意見よろしくお願いします。

辻 彰彦 君

皆様、こんにちは。本日は、引継ぎのため、一年の

総まとめに重要な例会（協議会）に出席できません。

申し訳ございません。本年度は、例会や行事の決定、

延期または中止など、コロナとの戦いでしたね。でも、

なんとか無事に港がみえてきましたね。船長、さすが

です。会長、幹事、本当にお疲れ様でした。

野口 宏 君

結婚記念日のお祝いありがとうございます。6月10

日は時の記念日です。日本で初めて時計が鐘を打っ

た日だそうです。

阿萬 正巳 君

佐々木様、ご無沙汰しております。 近、電車で

お会いすることなく、久しぶりにお顔が拝見出来まし

た。お元気そうで嬉しい限りです。

長野 俊八 君

小野会員よりコロナの情報を得て、2回目の接種

が終わりました。少し安心です。ありがとうございまし

た。

小野 泰弘 君

誕生日のお祝いありがとうございます。残りわずか

となった40代の期間を有意義に過ごしたいと思いま

す。

鈴木 洋子 君

佐々木様、ようこそお出で下さいました。お元気な

御様子なによりです。これからもよろしくお願いいたし

ます。

石川 達男 君

北砂会長、野口幹事あともう少しですね。1年間

お疲れ様でした。

スマイルボックス 石川 達男 委員長 本日 ￥11,000 累計 ￥３９９，０００


