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本日も、公私ともお忙しい中多くの皆様にご参

加いただき心より感謝申し上げます。 

１１月中旬が過ぎて暖かい日が続いております。

本日も例年に比べると１０℃近く高いといわれて

おりますが、来週には気温が下がり平年並みの気

温になるとされているので、くれぐれもご自愛い

ただきたいと思います。 

さて、先週の例会でも新型コロナウィルスが猛

威を振るっているとお話しさせていただきました

が、昨日は国内で２１２９人が感染され過去最多

を更新されたそうです。東京で４９３人埼玉で２

１６人が確認され、５都府県で過去最多となり都 

会長の時間 会長 小泉 哲也 

の警戒レベルが「感染が拡大している」に一段階

引き上げる方針だそうです。 

「ロータリーの友１１月号」でも「どうなっ

た？例会」という題目で特集が組まれておりまし

た。そのアンケート結果を見ると、ほとんどのと

ころが例会を一時的に休会し、再開してから回数

は減らさずに元通りに例会を開催しているところ

がほとんどだそうです。新たな試みでは、約４割

のロータリークラブでオンライン形式などの例会

を行い、移動時間がなく場所の制約がない、三密

が避けられるなどのメリットと、ソフトの不慣れ

やネット環境の不整備、コミュニケーションが取

りづらいなどデメリットが報告され、我がクラブ

で導入するには綿密な準備が必要であると思いま

す。また、「予防策」については当クラブで行っ

ているものとほとんど同じですが、歌の中止や握

手の中止、食事はお弁当でのお持ち帰りして頂く

など、さらなる防止策を模索する必要があると考

え、今後の状況によって例会を含め急な変更もあ

ることをご承知おきください。 

そのコロナの影響で様々なイベントが中止と

なっており、私が所属する消防団の新春恒例行事

である出初式も中止となることが決定いたしまし

た。そんななか、昨日ハガキが届き内容を確認し

てみると、二十歳になる長男への成人式のご案内

でありました。今まで成人になった方全員が対象 



 

で一堂に会しておりましたが、市内６校ある中学

校を２校ずつ３つに分け時間短縮で行うとのこと

でした。「できないではなく、どうしたら出来る

か？」の考えのもと開催ということで、主催する

側のご苦労がうかがわれますが「withコロナ」の

この考え方は今後の形であり、我々も見習いたい

と思います。 

本日、石田会員のイニシエーションスピーチと

して皆様にご案内しておりましたが、会社の方針

で例会に参加が難しいとのことで急遽内容を変更

し、「相原ガバナーのＤＶＤ」を鑑賞することに

させて頂きます。先日、公式訪問の際のクラブ協

議会でぜひ鑑賞して頂きたいとの要請がありまし

たが、予定している内容もありますので丁重にお

断りさせていただいた代わりと言っては何です

が、１２月３日の公式訪問に向けて相原ガバナー

の人となりをご理解いただければと思いますので

お付き合いいただければと思います。 

それでは、本日も皆様宜しくお願い申し上げま

す。 

 

１、地区事務所より２件受信 

１) 米山記念奨学委員会クリスマス会の案内 

   日時：１２月 ６ 日（日）点鐘：１７：００～１９：００  

   場所；「アルカーサル迎賓館川越」 

 ２）クラブ名及びクラブ会員対象地域変更 

本庄南RC⇒２５７０パスポートクラブ 

本庄近隣地域⇒全世界 

１、ハイライトよねやま２４８号 

１、勝瀬ガバナー補佐より、ガバナー公式訪問に 

  ついて  

幹事報告 幹事 神谷 億文  

 Ｒ財団委員会     委員長 陣野壮太郎 

委員会報告 

 

１、朝霞青年会議所より賀詞交歓会の案内受信 

  日時：２０２１年1月８日（金）開会１８時半 

  場所：志木市民会館パルシティ  

  会費：なし 

 先週に引き続きロータリー財団寄付のお願いで

す。ご協力の程宜しくお願い申し上げます。  

 Ｒ財団寄付金：１０，４００円（100ドル） 

 

 ２０２１年度の理事役員をクラブ年次総会に向

けて準備を進めております。 

 内田会員以降三年未満の会員の方なので、会長

エレクトの人事に大変苦慮しております。 

そこで、パスト会長にお願いに伺いたいと思いま

す。その節は、ご快諾賜りますますよう宜しくお

願い申し上げます。 

 この逼迫した内情をお汲み取り頂きご協力の程

どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

        会長エレクト 鈴木 明子 

2021年度役員理事について  



て気を付けましょう。そこで、インフルエンザと

コロナについて少しお話をさせて頂きます。 

 

『インフルエンザ』 
【背景】 

 ☆最近２、３日以内に、インフルエンザ患者と  

  接触、または家庭・学校・職場・地域などで  

  流行。 

【症状】 

 ☆３８℃を超えるような高熱を急激に発症。 

 ☆当初から悪寒、頭痛、筋肉痛、強い全身倦怠 

  感、咳など症状を伴うことが多い。 

【経過】 

 ☆急激な経過をたどる（無治療での自然経過は 

  ３～７日程度と短い） 

 ☆抗インフルエンザ薬が極めて有効（多くは投 

  与後１～３日程度で症状軽快） 

 

『ＣＯＶＩＤ－１９』 
【背景】 

 ★最近２週間以内に、ＣＯＶＩＤ－１９患者と接触 

  、家庭内・学校・職場・地域などで流行、ま 

  たは流行地に行ったことがある。 

【症状】 

★発熱、倦怠感、咳、咽頭痛などの比較的軽い 

 症状で発症することが多い。 

★発症から1週間程度は発熱（時に高熱）や 

 咳、強い倦忌感などが持続・出現する。 

★味覚・嗅覚障害、息切れ、呼吸困難などが本 

 症を疑う端緒となることが少なくない。 

 一方、鼻汁は少ない。 

【経過】 

★比較的長く、1週間くらい経過して大部分は 

 治癒に向かうが、１～２割が重症化。 

 

など、慎重な対応を要する。 

インフルエンザの簡易キットは従来、鼻咽頭ぬ

ぐい、咽頭ぬぐい、鼻腔吸引液、鼻かみ液が検体

とされていた。鼻咽頭ぬぐい液においては鼻の奥

までスワブを挿入する必要があったが、前途の方

針では、鼻腔（鼻前庭）ぬぐい液もインフルエン

ザの検体として扱われるようになった。 

 
親睦活動委員会    委員 鈴木 明子     

スマイル報告 

小泉 哲也会員 イニシエーションスピーチの予

定でしたが急遽変更し相原ガバナーの想いをDVD

で鑑賞して頂く形となりますのでご了承下さい。 

神谷 億文会員 本日も宜しくお願い致します。 

金子 幸男会員 コロナに負けず頑張りましょう 

陣野壮太郎会員 小泉会長、億文幹事、いよいよ

次回は公式訪問ですね。クラブ運営どうぞ宜しく

お願いします‼   

神谷  稔 会員・大塚 誠一会員・岡野 元昭会員

岡本比呂志会員・増渕 和夫会員・並木  傑 会員

出浦 惠子会員・森田  輝雄会員・萩原  勇  会員 

龍山 利道会員・石原  勇介会員・鈴木 明子会員 

森   克巳会員 

『相原ガバナーの想い』のDVD鑑賞楽しみにして

おります。 

新型コロナウイルスについて 

 

 最近、コロナウイルス感染症が拡大してきて第

３波だ思われます。手洗い、マスク、三密を避け 

“インフルエンザまたはＣＯＶＩＤ－１９を 

   強く疑う患者背景、症状、経過” 

               増渕 和夫 

 



新座ロータリークラブ事務局  

〒352-0001 新座市東北2-25-11-406 

   電 話   ０４８ (４７３)７０４１ 

   ＦＡＸ   ０４８ (４７３)９２２１ 

 Ｅメール niiza.rc@dance.ocn.ne.jp 国際ロータリー第２５７０地区 新座ロータリークラブ 

http://www.niiza-rc.jp 

１１・１２月のプログラム  委員長 松岡 昌宏 

 ３日（木） 通常例会 「ガバナー公式訪問」   ５階 Ｆｕｊｉ 

               集合：１１時３０分  12時：食事 

１０日（木） 例会取消 法定休会 

1７日（木） 通常例会 「クラブ年次総会」 ６階 Fuyo 

２４日（木） 例会取消 定款により  

３１日（木） 例会取消 定款により   

 委員長 宮川勝平 出席報告 

クラブからの連絡 

出席 １９名  欠席 ２名 

出  席  率 ９０．４８％  

修正出席率 １００％ 
会員数２７名 

（免除者６名） 

Ｒ２.１１.１９ 

★１２月３日（木）ガバナー公式訪問に 

  ご協力の程宜しくお願いします。 

 「ＤＶＤ鑑賞」    相原茂吉ガバナーの想い  「ロータリーの原点」 

 

 本日は、石田会員のイニシェーションススピーチでしたが、会社の方針で新型コロナウイルス拡大

防止対策でしばらくの間欠席になります。そこで、ガバナー公式訪問の事前準備として、相原ガバ

ナーのＤＶＤを鑑賞して頂きます。よろしくお願いいたします。 


