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2020－21年度 国際ロータリー会長
ホルガー・クナーク

8月２６日ベルヴィ ザ・グランで所沢市5ク
ラブ会長・幹事会が開催され、ガバナー公
式訪問はコロナウイルス感染を考え各クラブ
出席者は会長・幹事プラス3年未満会員のみ
となりましたので、宜しくお願いいたします。

8月30日（日）1時30分より東松山市紫雲閣で、国際
奉仕委員会のセミナーがあり参加して参りました。最初
に相原ガバナーよりご挨拶があり、3人の方より報告が
ありました。１人はミャンマーでの学校建設の話、２人目
はベトナムでパソコン寄贈と教育支援、３人目はタイ王
国の医療支援と消防車寄贈どれも素晴らしい話でした。
最後に相原ガバナの総評で終了しました。
今月のロータリー月間は「基本的教育と識字率向上

月間」です。世界では簡単な手紙を読み書きできない
15歳以上の人間は、9億4800万人に上ると言われていま
す。それはほとんどアジア、アフリカの人々で、実に世
界人口の4分の1にあたるのです。男性より女性社会の
中で弱い立場にある人ほど非識字率者が多いのです。
国の制度が整ってない所など、女性には学問はいらな
いと考えている、学習よりは労働を求められる等々の理
由が考えられます。私たちが出来ることは何でしょうか？
ロータリーを通して奨学金を強調する月間です。

会長の時間 見沢 孝一 会長

創立 昭和 37年 1月 19日 承認 昭和 37年 2月 5日

大会です。
＊例会変更のお知らせが来ておりますMCさ
れる方は事務局までお問い合わせください。
＊市内5クラブでの「こども将棋大会」等の
行事はできる事は実施する方向になりました。
＊9/18(金)18時～西沢荘にて第3G会長幹事会があります。
＊IMは、2月初旬頃飯能ヘリテイジにて実施の方向で検
討しています。
＊9/27(日)に職業奉仕委員会の公共イメージ委員会合同
セミナーがあり、会長幹事で参加予定です。
＊前年度ガバナーより地区役員への中井PGと梅沢PGに
諮問委員として感謝状が届いています。
＊9/18(金)に日本の歴史ロータリー100周年記念切手が郵
便局より発売されます。
＊世界保健機関(WHO)でアフリカ地域の野生型ポリオウ
イルス根絶が認定されました。
＊今年度の所沢シティマラソンは中止となりました。
＊ロータリー文庫の閲覧が充実しました。詳細は「ロー
タリーの友・2020年7月号43ページ」をご覧ください。

【第2802回例会】本日のスケジュール
9/15 (火) 卓話：伊東 秀二 様

( 野村不動産アーバンネット株式会社
流通事業本部リレーション推進部 )

演題：「マーケットデータが示す、コロナ市況の留意点
～2020これからの不動産市況～」
場所：所沢商工会議所会議室 1・2

9/22 (火) 休会（ 定款の規定により ）

9/29 (火) 卓話：柴山 昌彦 様
( 衆議院議員 )

場所：所沢商工会議所 会議室 1・2

10/6 (火) ガバナー補佐訪問
卓話：西澤 長次 様 ( 新狭山RC )

( 第2570地区 第３グループガバナー補佐 )
場所：所沢商工会議所 会議室 1・2

幹事報告 梅沢 好文 幹事

＊10/6(火)はガバナー補佐訪問です。
＊10/13(火)は市内4クラブ合同のガバナー公式訪問です。
＊10/14(水)は飯能ゴルフクラブにて見沢年度第1回ゴルフ

会長 見沢 孝一 / 幹事 梅沢 好文 / クラブ会報委員長 日向 貴一
【例会日】毎週火曜日 12:30～13:30
【例会場】野村證券所沢支店2Ｆ

埼玉県所沢市日吉町10-21 リ・クリエＡ
TEL：04-2923-3811

【事務局】埼玉県所沢市けやき台2-17-8
サンライズけやき台102
TEL：04-2922-5920 FAX：04-2925-8908

【ＵＲＬ】http://www.toko-rc.net/
【E-mail】tokororc@maple.ocn.ne.jp

矢部 瑛美子 委員長

見沢年度 累計 ￥146,402-
見沢 孝一さん：岩下先生、本日はお忙しい
中、卓話をしていただき有難うございます。
楽しみにしております。

梅沢 好文さん：岩下先生、本日は有難うございます。
倉片 順司さん：皆様にご協力いただきましたトコろん
復興支援プロジェクトですが、おかげさまで500体分の
ご寄付が集まりました。25万円を8月25日に所沢市長に
直接手渡す事ができたことをご報告いたします。
日向 貴一さん：栗田さん、ご入会有難うございます。
これからのご活躍を期待しています。
二上 昌弘さん：栗田さん、歴史と伝統ある所沢ロータ
リークラブへの入会おめでとうございます。これからどう
ぞ宜しくお願いいたします。
本橋 敬明さん：栗田さん。歴史と伝統ある所沢ロータ
リークラブへの入会おめでとうございます。これからも
どうぞ宜しくお願いいたします。
栗田峰至さん：この度、歴史と伝統ある所沢ロータリー
クラブに入会することになりました。末永く宜しくお願い
申し上げます。
北田 功さん：7月8月とうまく例会日程が合わなく欠席し
て申し訳ありませんでした。
佐藤 薫さん：所用の為、早退させていただきます。
道口 泰己さん：本日、所用のため、早退させていただ
きます。申し訳ありません。
矢部 瑛美子さん：前回の例会、欠席してしまって申し
訳ありませんでした。



卓話：岩下悦郎 さん
( 岩下悦郎消化器内科クリニック理事長 )
演題：「新型コロナウイルス感染症これま
でとこれから」

インフルエンザウイルスは核に遺伝子が4本
入り変異の多様性があるのに対し、コロナウイ
ルスは1本なので変異は起こりにくいと言われ
ています。新型コロナウイルス発見当初は、
風邪と区別がつかないので4日間寝て治らな

ければコロナの可能性が大きいという判断でした。
コロナの肺炎は間質性肺炎といい、レントゲンで診ると

かなり白くなっている状態でいても気づかない場合が多く、
血管が壊死してしまって皮膚が腐ってしまう症状もでてくる
ことがわかってきたことにより、明らかに普通の風邪とは違
うことになります。嗅覚味覚障害が有名な症状となり、全
くわからなくなるとコロナが非常に疑われますが、軽症の
まま8割の人が治ってしまい、2割の人が中等症で5％の人
が重症となり、1週間前後で亡くなるケースが多いです。
感染方法は、風邪が飛沫感染のみに対し、コロナは飛

沫感染・接触感染・空気感染で、室内では3つが感染経
路となるので換気が大切なのです。インフルエンザや風
邪は症状が出てから人にうつしますが、コロナは発症する
2日前から人にうつすので、知らないうちにウイルスを撒い
ている可能性もあります。
感染すると臓器炎症状と多機能症状と肺炎以外にもACE

2という受容体にくっつくということがわかってきて、血栓症
を引き起こして亡くなるケースも出てきたことにより、重症
化したら血の固まらない治療をすることもあります。法的な
分類として「指定感染症の第2類に相当する」で強制的に
入院や消毒の他に就業制限等がありますが、どうしても自
宅療養の対応をせざるを得ない状況です。もし、家族内
で感染者が出て別室で隔離しても感染力が強いため感染
は免れないので、自宅療養せずホテル等で過ごすことを
勧めます。酸素飽和度で重症度を分類しますが、軽症の
場合でも肺の状態によっては治った後に後遺症が残ります
ので、早めの受診をしましょう。
最近の話題は、回復した人のMRIをとったら100人中78人

が心臓に異常があり、心筋炎を起こしていることがわかり
ました。心筋炎は心臓の働きが下がるため、最悪の場合
は死に至ることがあります。他にも疲労感・呼吸困難関節
の痛み等が2か月後も残ることがあり、肺の後遺症の例と
して肺が固くなって膨らみにくくなり、次の感染症に非常に
弱くなります。コロナで傷んだ肺はちょっとした風邪が重
篤な肺炎になって死に至りますので、コロナで間質性肺炎
になった場合は非常に気を付けなくてはなりません。マス
ク、手洗いうがいをして次の感染を防ぐ必要があります。

今、死亡者数が少ないのは重篤化しないように予防す
る治療法が確立されつつあるからです。また、PCR検査が
一般化されて無症状の人も見つけられるようになったので、
他の人が感染する機会が減少することに繋がります。所
沢医師会でも簡単な唾液を使った検査方法を用いて自院

で行っている病院も増えているので、少しでも気になれば
PCR検査を行った方がいいです。コロナウイルスは変異が
速く対応が難しいと言われていて、今はイタリア型が変異
した東京埼玉型が流行っています。治療には根本的な治
療薬がないので開発中で、他の治療薬を流用しています
が、アビガンは政府が備蓄している為に一般には手に入
らない状況です。ネットでアビガン売ります！というのは嘘
なので気を付けて下さい。アビガン・レムデシビルが代表
されるようにウイルスの複製能力を阻害し、研究段階では
ありますが免疫反応の強化して免疫系を制御する治療が
効果的とされています。アビガンは早くウイルスが減少す
るが尿酸値が上昇する副作用があり、妊娠を希望する人
には使いずらいという報告があります。レムデシビルは重
症患者に投与し、アビガンは軽症患者に投与し改善してい
ますので、軽症の時点で治療すれば間質性肺炎も抑制で
きるだけでなく、予防効果もあるので家族に感染者が出た
場合は他の家族にも投与する事で拡大を防げるとも言わ
れています。ワクチンだけが今のところ新型コロナウイル
スに勝つ治療法で、スピードが異なる4つの主なアプロー
チがあります。4.9億回分を確保していますが、万が一、
一つのワクチンがこけてしまった場合の保険という意味で
重複して確保しているのです。
もし事業内で感染者が出た場合、社内での感染拡大は

免れず、対策不備による社員のモチベーション低下につな
がります。顧客の購買意欲低下やイベント中止、最悪なの
は顧客にうつしてしまって企業ブランドに傷をつけてしまう
こともあります。コロナウイルスにかからないようにすること
以上に、感染者が出た事態を想定して予め行動指針を作
成しておくことが大切です！
コロナウイルスの予防対策として特に社内で気を付ける

ことは、食事するときは対面で食べない事や時間をずらす
事、会議の時やタクシー乗車の際は窓を開けて換気をす
る事、喫煙場所では混雑時の利用を避ける事や距離をとっ
たり会話をしない等を特に心掛けるようにしてください。企
業としては、4密「密閉・密室・密接＋秘密にしない」を
徹底することによりダメージコントロールに繋がります。雇
用維持対策として時差出勤や在宅勤務、テレビ会議があり
ますが、テレワークの導入には在宅勤務中の光熱費や必
要な道具を従業員に負担させないように手当を支給する必
要があります。
最後に、消毒業者やAeropureというLED紫外線でウイル

スが死滅するという装置も人気があり、活用する企業もあ
るというご紹介で終わりにいたします。

今週のヒトコマ
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入会式
ところさわ行政書士事務所 代表
栗田 峰至 さん

入会したからには楽しく活動し
ていきたいと思っておりますので、
末永く宜しくお願いいたします。

例会 総数 出席 欠席 MC ％
2801回 59名 56名 3名 0名 98.25

出席報告
荻野 巳喜雄 出席向上委員長


