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　今日は会長の子供さんが濃厚接触者になった

ということで、会長の代わりの挨拶ということ

で、夕べ寝ながら考えてきました。

　今日は新型コロナの今について考えるという

ことで、名前の変遷について考えました。新型コ

ロナの今後についてとか、どうしたら治せるかと

かの話ではなく、単に名前の話です。皆さんも気

になっていると思いますが、オミクロンの次は何

か、オメガまで言ったらどうなるかを調べてみま

した。まだ確定ではないですがわかっていること

を話したいと思います。

　まず新型コロナウィルスは、WHO では

CoViD19 といい、Co＝コロナ、VI ＝ウィルス、

D ＝病、19 ＝ 2019 年の略らしいです。2019

年 12 月中国武漢で始まったとされていますが、

11 月にはあった等の情報もあり、真相は分かっ

ていません。

　当初はサーズウィルスの姉妹ウィルスと言わ

れておりましたが、サーズウィルスとは全く違

い、薬も効かない、感染力は最大級で、重症化率

も飛び向けており、死者も多数出るというもので

した。

　その後世界へと広がり、日本には 2019 年 12

月 31 日ごろ中国武漢に滞在歴のある中国人男性

が日本へ来たのが最初ではと言われております。

１月 14 日発症、１月 16 日病院で確定されまし

た。その後の世界へ広がり、最近ではアメリカで

１日 100 万人以上、日本でも１日 10 万人以上

となったこともありました。まだまだ全世界へ脅

威をもたらしています。

副会長タイム

鳥越　逸雄　副会長

今週のプログラム
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ＲＣ勉強会

例会等で良く使われるロータリー用語について

� ロータリー用語便覧、他より抜粋

　

・アール・アイ：国際ロータリー�（ROTARY　

INTERNATIONAL）（ＲＩ）�

　ＲＩは、世界中のＲＣの連合体である。

　ＲＩの会員はＲＣから成り、組織規定が課す

る義務を遂行し続けるものとする。ロータリー

という言葉をそれだけで使う場合、通常、国

際ロータリーという組織全体を指す。

ロータリアンはそれぞれのクラブの会員であ

り、ＲＣは国際ロータリーの会員である。

RI の目的は、

１．ロータリーの目的を推進するようなプロ

グラムや活動を追及している RI 加盟クラ

ブとRI 地区を支援すること。
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２．全世界にわたって、ロータリーを奨励し、

助長し、拡大し、管理すること。�

３．RI の活動を調整し、全般的にこれを指導

すること。

・ロータリー財団：（The�Rotary�Foundation�of�RI）�

ロータリアンその他から寄付を受け、その寄

付金をクラブや地区の奉仕プロジェクトに補

助金を授与する非営利団体。その使命は、ロー

タリアンが、健康状態を改善し、教育への支

援を高め、貧困を救済することを通じて、世

界理解、親善、平和を達成できるようにする

ことである。

・地区：（District）�

　地区とは、管理の便宜上結びつけられた、一

定の地理的な地域内にあるＲＣのグループで

ある。

因みに現在九州地域では、熊本・大分：2720

地区、長崎・佐賀：2740 地区、福岡・佐賀・

長崎（壱岐対馬、鳥栖）：2700 地区、沖縄は

東京と同じ2580 地区。

宮崎・鹿児島は 2730 地区であり、地区内に

68 のロータリークラブがある。

　さて本題の名前ですが、今は WHO では

CoViD19 といい、その型式をギリシャ小文字で

表記しております。当初イギリス型（α）、南ア

フリカ型（β）、ブラジル型（γ）、インド型（δ）

等と呼ばれていました。WHO ではこれでは地

域差別が生まれるとして、名前をギリシャ文字に

統一しました。

　今現在αから始まりオミクロンまでの 15 文字

を使用しています。ギリシャ文字は 24 文字です

から最後のオメガまでは後９文字となっていま

す。ただし 13 番目＝ニュー（英語のニューと混

合し新しいととらえられる）14 番目＝クサイ（中

国習近平の標記 Xi 読みと混合する＝忖度）との

理由から 12 番目からいきなり 15 番目のオミク

ロンになっています。あと9 文字です。

　さて、ギリシャ文字 24 番目オメガまで行った

らどうするか、いま有力なのは次は星座の名前ら

しいです。うお座とかおとめ座などが出てくるの

でしょうか？（ギリシャ読みは分かりません）

　早く収束して、病状も軽くなり、あと９文字以

内に収まることを願っております。もう少しだと

思います。頑張りましょう。

　ちなみに 16 番目以降は、パイ、ロー、タウ、

ユプシロン、ファイ、カイ、プサイ、オメガ　です。

私はこんな文字は仕事で、許容応力度以外に使っ

たことはありませんでした。



そのうち宮崎エリアについては４つのグルー

プに分けられており、我々のクラブは宮崎県

中部グループに属し、グループ内に 10 のク

ラブがある。

・ガバナー：（Governor）　（ＤＧ）��

　ガバナーは理事会の一般的な指揮、監督の下

に職務を行うその地区におけるＲＩの役員で

ある。

地区内のクラブの管理は、ガバナーの直接監

督下に置かれる。ガバナーは地区内のクラブ

に対する指導および監督を行うことで、ロー

タリーの綱領を推進する任務を課せられてい

る。ガバナーは、地区内のクラブを啓発し、

意欲を与え、地区内に継続性を確保するもの

とする。可能な限り最適の候補者を得るため

に、ガバナーは、所管地区内のクラブからガ

バナーにふさわしい候補者を推薦するよう要

請するものとする。

・ガバナー補佐：（assistant�governor）�

　RI 理事会の方針に従い、地区ガバナーにより

任命され、担当する地域内で指定されたクラ

ブのクラブ運営に関連する管理業務に関して

ガバナーを補佐するロータリアン。

・会長エレクト：�（Elect）��

　次期会長に指名されたＲＩ会長ノミニーが、

国際大会で代議員によって正式に選挙された

時点から、会長に就任する時点までの間、会

長エレクトという。

ガバナーの場合は同様にガバナー・エレクト

という。

クラブ会長の場合も同様にクラブ会長エレク

トという。��

�

・会長ノミニー：（President-Nominee）��

　会長は就任する日の１８ヶ月前以上２年以内

に選挙し、選ばれたものは会長ノミニーを務

めるものとする。会長ノミニーは、後任者の

選挙が行われた後に会長エレクトの役職を与

えられるものとする。

・会場監督：（Sergeant�at�Arms）�（ＳＡＡ）�/�

エス・エー・エー�（Ｓ . Ａ . Ａ .）��

例会をはじめすべての会議（国際大会・国際

協議会・地区大会・地区協議会など）が、楽

しく、秩序正しく運営されるよう、つねに心

を配り、気品と風紀を守り、会合がその使命

を発揮できるように設営、監督する責任を有

する人。

会場監督は「ＳＡＡ」と呼ばれている。クラ

ブの会長、幹事と並んで役員としての地位が

与えられ、極めて重要な存在である。理事会

メンバーであってもよいし、なくてもよい。

・インターアクトクラブ：（Interact��Clubs）

（ＩＡＣ）�

インターアクト・クラブは、奉仕と国際理解

に貢献する世界的友好精神の中で相共に活動

する機会を青少年に与えるために結成される。

入会できるのは高校に在学中の生徒または年

齢14 歳から 18 歳までの若い人である。

・ローターアクトクラブ：（Rotaract��Club）

�（ＲＡＣ）��

ローターアクト・クラブは、提唱ＲＣの近隣

地域内に居住、就職または就学している 18

歳から 30 歳までの青年によって構成される。

・ライラ：（RYLA：Rotary�Youth�Leadership�

Awards）

ロータリー青少年指導者養成プログラムである。

目標

１．ロータリーが青少年を尊重し、かつ青少

年に関心を抱いていることを一層明らか

にすること。

２．選ばれた青少年指導者およびその資質の

ある人に実地訓練を体験させ、責任ある

有能なボランティア青少年指導者となる

よう激励、援助すること。

３．青少年による青少年へのたえざる、力強

い指導を奨励すること。

４．青少年指導者として地域社会に尽くして

いる多数の青少年の優れた資質を公に表

彰すること。どの種のプログラムを開発

するにしても、そのプログラムを通じて

上記の目的をどの程度達成することがで

きるかを、考慮すべきである。



例 会 記 録 第1027回  2022年2月14日（月）

プログラム

・会長タイム　・幹事報告　・委員会報告

◎ＲＣ勉強会

　　クラブ研修委員会　

　　　　　　久寿米木和夫　会員

出席状況報告

2月14日 第1027回 1月31日 第1025回

会員数 31名 会員数 31名

出席数 18名 出席数 21名

出席率 58.06％ 修正出席率 67.74％

メイキャップを積極的に行いましょう。

・� 本日の例会後理事会は、来週に延期致しますのでご報告致します。

・� 3 月 6 日（日）ロータリーデー　海岸清掃は、予定通り開催致しま

すと連絡がありました。

本日会員へメール・FAX にて出欠票送信致しますので多数のご参

加お願い致します。

・� 来週・再来週メインプログラムは、ZOOM 例会ばかりなので、全

会員に最近の近況や社会情勢動向・など、皆様から発表の時間とさ

せて頂きますので宜しくお願い致します。

幹事報告

・米山奨学金�（Yoneyama�Scholarships）　�

日本以外の国籍を有する者で、日本の大学院、

大学または研究機関等に留学または研究のた

め在籍している外国人に対し、国際理解と親

善に寄与することを目的とした日本のロータ

リー独自の国際奨学制度。奨学生一人一人に

世話クラブおよびカウンセラーを定め、相談

相手になっているのが特色。つぎの奨学金制

度がある。　

・学部課程（YU）　　10 万円

・修士課程（YM）　　14 万円

・博士課程（YD）　　14 万円

・地区奨励�　　　　　��7 万円

・クラブ支援　　　　14 万円

・現地採用　　　　　　7 万円

・海外学友会推薦　　14 万円

・米山梅吉�（Umekiti�Yoneyama）

1920 年世界 855 番目のＲＣ（東京ＲＣ）を

創立し、日本に初めてロータリーを導入した。

東京ＲＣの初代会長に就任し、1924 年には

ＲＩのスペシャル・コミッショナーになり、

日本のロータリーの発展の基礎を築いてくれ

た偉大な人である。�

静岡県駿東郡長泉町上土狩（新幹線三島駅よ

り 1.8Km）に、財団法人米山梅吉記念館があ

り、その近くに墓所がある。

・ライオンズ・クラブ�（Lions�Club）

Liberty,�Intelligence,�Our�Nation's�Safety�

の頭文字を並べたものである。テキサスのダ

ラスＲＣのメルビン・ジョーンズ会員がロー

タリーを脱会して（ロータリアンではなかっ

たという説もある）、1917 年に創立したクラ

ブである。日本では 1952 年に東京で最初の

クラブが設立された。ライオンズ・クラブは

各人が先ず最大の利益をあげ、それを社会へ

の奉仕として還元することを標榜し、精神面

よりも経済面を先行させていると見られ、多

くの資金を社会奉仕に投じ、例会は月２回で、

出席はあまりやかましく言わないようである。

モットーは“We�Serve”


