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新年あけましておめでとうございます。本年も

ロータリー活動において様々な形でのご理解ご協

力何卒宜しくお願い申し上げます。 

本日は、新型コロナウィルスが会食の時に感染

のリスクが高いとされるので、通常は食事をお召

し上がりながらの時間となりますが、本日はお弁

当をご用意させていただきました。その状況に応

じ、色々な形を取りながら一番安全とされるやり

方で進めて参りたいと思いますのでご理解の程宜

しくお願い申し上げます。 

さて、皆様はどのような新年をお迎えになられ

たのでしょうか？私は、並木市長と氏子総代とし 

会長の時間 会長 小泉 哲也 

ご一緒させて頂いている近所の氷川神社におい

て、毎年大晦日から年明けの午前二時ころまで初

詣にお越しになられる参拝者の方にお汁粉を配る

べく、お餅をつきながら年越しを迎えることにな

りますが、今年はコロナ禍ということもありその

イベント自体がなくなったことから静かに新しい

年を迎えることとなりました。氏子になっている

神社の神主さんにお聞きすると、もちろん外出を

控えているということもあると思いますが、参拝

者も分散で来られる状態で、通年の半分以下の大

幅に少ない寂しい状況だったそうです。皆様は初

詣はどこへ行かれたのでしょうか？ 

さて、ロータリー活動に目を向けてみると１月

１５日金曜日にベルセゾンにおいて第２グループ

会長幹事会が開催され、２月２３日開催予定のＩ

Ｍについて最終的な審議を行いました。その中

で、今のこの緊急事態宣言が出ている状況下の中

で、果たしてロータリークラブとして開催しても

良いのであろうかということになり、意見交換の

末残念ながら中止とすることとなりました。しか

しながら、今での準備、当日配布予定であった冊

子の作成、当日お招きする予定であったパネラー 

に対するお礼等も含め、様々経費が掛かることを

考慮し登録料として一人、２，０００円を徴収させて

頂くことになりました。当クラブにおいてはお一

人お一人から毎年徴収をさせて頂いておりますが 



 

今年度の活動を考慮し会のほうからの拠出させて

頂きたいと思いますのでご理解ください。 

それでは本日新春卓話となります。何卒宜しく

お願い申し上げます。 

 

１、１月のレート １ドル⇒１０４円 

１、ロータリー日本事務局在宅勤務のお知らせ 

   ２０２１年１月２９日（金）まで 

１、地区事務所より９件受信 

１) 相原ガバナーより新年のご挨拶 

２）地区分担金納入依頼  

３）2020年米山記念奨学委員会研修旅行中止 

４）1984-85年度福島良治パストガバナーご逝 

  去のお知らせ 

５）職業奉仕月間 リソースの案内  

６）バギオだより 

 ７）ハイライトよねやま２４９号 

 ８）「２０２０-２１年度 地区大会」ＤＶＤ 

 ９）２０２１-２２年度地区チーム研修セミナー開催 

   日時：２月２８日 点鐘：１３時３０分 

   場所：紫雲閣 

１、２０２１－２２年度地区役員委員の委嘱について 

  Ｒ財団委員会統轄副委員長 陣野壮太郎会員 

１、勝瀬ガバナー補佐より第２グループＩＭ中止 

  のお知らせ及び第５回会長幹事会審議結果 

１、朝霞キャロットロータリークラブより、 

  第２グループＩＭ登録料送金依頼 

   ２，０００円×会員数 

１、第５回会長幹事会議事録及び収支報告書 

１、新座市より、道路占用許可書の専用期間満了 

  に伴う更新について 

１、例会案内（朝霞・志木・朝霞キャロット・和 

  光）各ロータリークラブより拝受 

幹事報告 幹事 神谷 億文  

 

小泉 哲也会員 新年明けましておめでとうござ

います。コロナ禍の中ではありますが、本年も何

卒宜しくお願い申し上げます。 

神谷 億文会員 今年もよろしくお願い申し上げ

ます。コロナ対策をして乗り切りましょう。 

岡本比呂志会員 ２０２１年、コロナの終息が見

えて、皆様にとって良い年になりますよう祈念い

たします。 

森田 輝雄会員 本年もよろしくお願いします。 

増渕 和夫会員 コロナが流行っております。皆

様には十分気を付けてお過ごし下さい。 

大塚 雄造会員 明けましておめでとうございま

す。今年もよろしくお願いいたします。 

鈴木 明子会員 新年おめでとうございます。コ

ロナ禍にもインフルエンザにも気を付けて過ごし

ましょう。 

スマイル報告 

親睦活動委員会      委員 髙𣘺 遼太    

 

会員誕生月：岡野元昭会員 

夫人誕生月：大塚雄造・岡野元昭・大塚誠一 

      龍山利道・髙𫞎遼太 各会員夫人 

結婚記念月：並木傑・龍山利道・小泉哲也 各会員 

今月のお祝い 



 

 

森   克巳会員 本年もどうぞ宜しくお願い致し

ます。 

岡野 元昭会員・宮川 勝平会員・萩原   勇 会員 

並木  傑 会員・神谷 浩一会員・龍山 利道会員 

神谷 億文会員・石原 勇介会員・松岡 昌宏会員 

陣野壮太郎会員・髙𣘺 遼太会員 

『明けましておめでとうございます。会長幹事の

新春卓話楽しみにしています』 

 海外からの宿泊の予約者また、問い合わせなど

お客様の受け入れをどうしたらいいのか、また、

従業員からは海外からのお客様に対しての接客に

対しての不安の声が上がっていました。 

 旅館業法では第５条営業者は、左の各号の一に

該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならな

い。とありまして、一宿泊しようとする者が伝染

性の疾病にかかっていると明らかに認められると

き。でないと宿泊拒否ができません。 

 水際対策として指定する海外から入国者は検疫

所長が指定する場所で１４日間待機して下さい。

とあります。その当時順次指定する国が増えてい

く中で朝霞保健所と何回もやり取りをしたのを覚

えています。保健所からはその国からの入国とい

う理由だけでは拒否しないでください。とのこと

でした。検疫所長が定める指定の場所はどこか？

と保険所に尋ねましたが担当者もわからずじまい

だし、本人まかせの待機要請でありました。 

実際は各自が待機場所を探しながら市中へ移動を

行っていました。旅行会社や企業から２週間の待

機場所としての受け入れのお願いが多数ありまし

たが、感染症対策もできていない状況での宿泊受

け入れは出来ないとの判断を致し海外からの受け

入れを拒否するように指示を出したこともありま

した。 

 去年９月より県の要請を受けてコロナ感染症の

軽症者受け入れを行っている所です。ホテル全体

をグリーンゾーンとレッドゾーンに区分けをし、

患者さんの受け入れ態勢をとっています。軽症者

フロアーはレッドゾーンになりますので部屋の掃

除はまず初めに県の委託業社が消毒と清掃を行い

ます。消毒が終わり次第グリーンゾーンとなりま

すので１日開け私どもがセットを行います。 

軽症者受け入れフロアーから出るごみは一元管理

し専用業者が持っていきます。また、シーツや布

団なども使い捨てになります。消毒清掃セットな

ど１フロアー毎に行うため最後の患者が出終わっ

てから行うため時間がかかりますし、収容人数を

毎日最大とはいきませんがなるべく客室の準備を

スタッフ一同で頑張っている毎日です。コロナウ

イルスの早くの終息を祈っております。 

ご清聴ありがとうございました 

新春卓話  幹事 神谷 億文 

 

 それでは拙い卓話をさせていただきます。 

 自分が経験したコロナ禍での去年から今を少し

お話させていただきます。 

 いつ頃このコロナウイルスが出てきたか調べて

みましたがＷＨＯが公式に発表している世界最初

の新型コロナの症例は２０１９年１２月８日発症

したとされています。 

 ダイヤモンドプリンセス号で最初にコロナウイ

ルスに感染発症したのは、２０２０年１月２５日

香港で下船した８０代の男性からでした。 

 武漢からの帰国者の受け入れを開始したのは、

２０２０年１月２９日千葉のホテル、その後、埼

玉県和光市の国立保健医療科学院で１月３１日よ

り帰国者の受け入れを行っていました。 

 当時を思い返すと１月ではニュースをみても対

岸の火事でありました。２００２年に流行したＳ

ＡＲＳ（重症急性呼吸器症候群）や２０１２年の

ＭＥＲＳ（中東呼吸器症候群）みたいな感覚でお

りました。しかし、２月に入り世界の状況が変わ

り始めました、自分の会社でも２月後半よりキャ

ンセルがはじまり感染が流行した３月より売り上

げが極端に減少をし始め、４月には非常事態宣言  

が発せられ売り上げはどん底でした。 
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 委員長 宮川 勝平 出席報告  委員長 松岡 昌宏 

出席 ２１名 欠席 ０名 

出  席  率 ８０．９５％  

修正出席率 ９５．２４％ 
会員数２７名 

（免除者６名） 

Ｒ３.１.２１ 

☆例会出席は 会員の義務です 

欠席の場合はＭａｋｅ ｕｐをしましょう 

2月はすべて例会取消 
3月２５日（木） 通常例会 開催予定    

２・３月のプログラム 

例会は今後のコロナウイルス感染症を鑑み、拡大防止対策を取り変更することが御座います 

 

明感は更に強まってい折るように感じられます。 

 埼玉新聞によりますと、この近隣朝霞四市では

昨日、朝霞市２０人、志木市１０人、和光市１０

人新座市においては２２人の方が感染され、新座

市トータルでは４９０人の方が感染されたそうで

す。本当に身近に感じられる中で、クラブ運営も

更に慎重にいかなければと頭を悩ませているのが

現状です。先日の会長幹事会において他のクラブ

の状況を伺えば、ほとんどのところが１・２月は

休会しているとのことで、新座ロータリークラブ

でもこの後の理事会に諮ろうかと思っております

が、会員の方の安全を第一に考えると同様にした

いと思っております。今後のことについて言え

ば、「全く出来ないと考えるのではなく、どうし

たら出来るか？」と考えたうえで決定をしていき

たいと考えておりますので、ご理解ご協力の程何

卒宜しくお願い申し上げます。 

最後になりますが、丑年は先を急がず一歩一歩

着実に物事を進めることが大切な年と言われてお

ります。また、子年に蒔いた種が芽を出して成長

する時期をされるので、結果に繋がる道をこつこ

つと作っていく時期ととらえ、謙虚に感謝の気持

ちを忘れずに残り半年を精一杯務めさせて頂きた

いと思っておりますのでご支援の程何卒宜しくお

願い申し上げます。 

 

改めまして新年おめでとうございます。コロナ

禍の中での新年を迎え、様々な形で制約のある中

で一年前には思っても見なかった様な今の状況で

あると思います。 

昨年の７月に陣野会長からバトンタッチを受け

て就任させて頂き、半分の折り返しを迎えました

が、新型コロナウィルス感染拡大により夜間例会

は勿論のこと、暑気払い家族例会、クリスマス例

会も開催できず、産業フェスティバル、第２グ

ループ」IM、中止が予定されている福祉フェス

ティバルなどなど、様々な人が集まるイベントが

制限され開催できず通常例会もままならない状況

であります。 

１月７日に２度目の緊急事態宣言が１都３県に

発出されましたが、感染者の劇的な減少がみられ

ず、人でも変化があまりない状況で先行きの不透 

新春卓話  会長 小泉 哲也 

下期会費は振込でお願い致します 

クラブからの連絡 


