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皆さんこんにちは。ご出
席いただき大変ありがとう
ございます。Zoom でご参加
の皆さんもありがとうござ
います。
昨日は地区米山の感謝の
集いが、ここパレスホテル
さんで開催され、34 名の奨学生がお集まりにな
りました。
ディルバさんもご参加され大宮西 RC
へ感謝の気持ちを込めてスピーチをされてお
りました。円谷カウンセラーの代理として松本
副委員長もご参加され 100 名での開催となりま
した。ご参加されました会員の皆様お疲れさま
でした。
また円谷会員が書で総理大臣賞を頂いたそ
うです。大変名誉なことです。産休で只今お休
みをとっておりますが、例会に来られましたら
「おめでとう」と声を掛けてあげてください。
そして大熊会員が大宮西 RC に在籍して今月
で 40 年となりました。第 38 代の会長も経験さ
れ、長きに渡りロータリアンとしてご活躍をさ
れました。心から敬意と感謝を申し上げたいと
思います。
本日の例会はプログラム委員会が担当です。
戸田中央総合病院 松永先生にお越しを頂きテ
ーマ「新型コロナウイルスの状況及び予防と対
策」で卓話を頂きます。新型コロナウイルスの
正体が徐々に解明されワクチン接種も海外で
は始まりましたが日本では副作用が大変心配
されております。本日は松永先生から専門的な
見地から卓話を頂き少しでも会員皆様のお役
に立てていただければと思っております。
そして本日は年に一度の総会です。会長ノミ
ニーと次年度の役員と理事の人事案件です。ど
うぞ最後までご協力を会員の皆様にはお願い
を致します。
またこの後、担当委員会からも例会のご案内
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があると思いますが、次回はクリスマス例会で
す。三密にならぬようしっかり配慮して親睦委
員会が一丸となって企画をしていただきまし
た。内容も盛りだくさんで、会員の皆様にも大
変喜んで頂けるものと思います。
どうぞ会員の皆様に於かれましては、ご健康
に一層のご留意をいただいてロータリーライ
フを送って頂きたいと思っております。
以上、簡単ですがご挨拶とさせていただき
ます。ありがとうございました。

ロータリーの目的・四つのテスト
【本日のリーダー】
石澤 孝幸 会員

お客様ご紹介

ご紹介：副会長 小沢 孝

ta
■戸田中央総合病院 小児科部長
松永 保 様
■戸田中央医科グループ 会長室 会長秘書
介 紹介：副会長
内山泰成
廣瀬 晶子
様
■米山記念奨学生 ディルバ・サレマンさん
（Zoom）

幹 事 報 告
幹事 荒井 理人
みなさまこんにちは。本日の
幹事報告は一点です。次回の
役員会はクリスマス例会前
に行われます。役員会では３
月の事業を協議いたします。
イニシエーションスピーチ
担当の新井清太部門委員長
と、会員研修委員会の矢部委員長、小林プログ
ラム委員長、奉仕部門の井上部門委員長と、新
藤栄介国際奉仕委員長です。会員の皆様に良い
事業を提供できますように、資料の提出をお願
いします。本日も宜しくお願いします。

みんなが開く 新しい扉 ～新しい世界へ～
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委員長報告
■親睦委員会委員長 風岡 淳一
来週はクリスマス夜間例会です。
18：00 点鐘、場所はパレスホテル大
宮４階のローズルームです。
なお、昼の時間に例会はありません
ので、間違えて来られないようにご注意下さい。
■副ＳＡＡ 関根 正也
先月は例会時の着席テーブルを「くじ
引き」にて決めさせて頂きました。
「色々な方と同席出来る」と好評を頂
きました。
年明け１月は、別の方法で決めさせて頂こうと
検討させて頂きましたが、現状の１テーブル４
名の 17 テーブル、そして現状の出席率では上
手く配置出来ませんでした。つきましては、１
月も「くじ引き」にて決めさせて頂く事と致し
ました。ご協力、よろしくお願い致します。ま
た、席のくじ引きに合せて「富くじ」も企画さ
せて頂きたいと考えております。年初めの「運
試し」を。
尚、コロナも収まり、通常の１テーブル人数に
戻りましたら、色々な着席順を検討させて頂き
たいと思います。地区数値目標の出席率 90％を
目指し、ご出席の程よろしくお願い致します。
■第４Ｇ/ＩＭ実行委員 福田 和子
第 3 第 4 グループ合同ＩＭは、コロ
ナ感染予防対策として延期になり
ました。５/17 過ぎになる予定です。
尚、ポリオ根絶チャリテイーゴルフ
コンペは、2021 年４/16（金）プレ
ステージカントリークラブで懇親
会無しで行われます。

卓

■SARS-CoV-2
2019 年 12 月、中国・湖北省武漢市で発生した
肺炎の原因ウイルス
SARS-CoV-2 による感染症を COVID-19 と呼
ぶ
βコロナウイルスに分類される動物由来コロ
ナウイルス
■伝播様式（感染経路）と予防策
飛沫感染、接触感染
換気の悪い環境では咳やくしゃみなどがなく
ても感染する
ウイルスを含む飛沫などによって汚染された
環境表面からの接触感染もある
・有症者が感染伝播の主体
・発症前の潜伏期にある感染者を含む無症状
病原体保有者からの感染リスクもある

貰わない・持ち込まない
拡げない
■潜伏期
接触から５日程度で症状が出る
（期間:１～14 日) →接触したら２週間は体
調・体温などに気をつける

話

小林 政良 プログラム委員長
より紹介があり、戸田中央医
科グループ 会長室 会長秘書
廣瀬 晶子 様が登壇、ご挨拶
と松永 保 先生のご紹介をし
てくださいました。
「ピンクリボン運動ではお世
話になりました。
」

■感染可能期間（人に新型コロナウイルスを
移す可能性のある期間）
・症状のでる２日前から症状が出た後７～10
日程度＝症状の出る前から他の人に移る
※症状が出始めた頃の他の人へ移す力が強い
→風邪症状や体調が悪かったら、出来るだけ
外出しない
戸田中央総合病院
感染対策委員会/
感染対策管理室

松永

保 先生

新型コロナウイルスの
状況 及び 予防と対策

■年齢別患者数・死亡数・死亡率
・10 代が 26％と患者数としては多い
・ 高年齢層は死亡率が高い（80 歳以上は 14％）

■検査法

会員増強維持部門委員長
財団支援部門委員長
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米山記念奨学事業「感謝の集い」

い」

埼玉県 HP を見るとどこで検査できるかなど
がわかる
■現状
・変異が早いウイルスである

・患者は増加傾向にあり病床も埋まってきて
いる→今後、重症患者も増えそう
・自宅待機も増加、家庭内の感染は多い
→ホテルなどでの療養者を増やしてほしい

年次総会
指名委員長 新見 和男より、会長
ノミニーとして 小沢
孝 会員が紹介されまし
た。そして、会長エレ
クト 福田 和子 会員よ
り 2021-22 年度の理事・役員が発表
され承認されました。
【2021-22 年度 理事・役員選出】
■役員
会長
福田 和子 会員
副会長
新井 清太 会員
副会長
藤嶋 剛史 会員
直前会長
染谷 義一 会員
会長エレクト 小沢 孝 会員
幹事
押野 一郎 会員
SAA
小林 又次郎 会員
会計
瀬戸本 一雄 会員
■理事
長期計画委員長
荒井 伸夫 会員
東京オリ・パラ特別委員長
島村 まり子 会員
プログラム委員長
高橋 真貴子 会員
クラブ管理運営部門委員長
小林 政良 会員
広報・公共イメージ部門委員長
川井 理砂子 会員

12 月 13 日（土）パレスホテル大宮 ローズル
ームにて、米山記念奨学事業の「感謝の集
い」が行われました。大宮西 RC からは、奨学
生のディルバ・サレマンさん、会長 染谷 義
一、米山記念奨学委員会 副委員長 松本 有祐
の３名が出席、全体では 100 名を超える出席が
ありました。

大熊 雄喜 会員
大宮西 RC に在籍して 40 年！
第 38 代の会長も経験されました。

