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国際ロータリー会長 シェカール・メータ 『奉仕しようみんなの人生を豊かにするたに』
第2570
2570地区ガバナー
地区ガバナー 水村 雅啓 『 もっと夢を もっと奉仕を』
会長方針 鈴木 明子 『 未来に向かって もっと前進しよう』
会長 鈴木 明子

副会長 松岡 昌宏

幹事 森 克巳

第２１６４回例会 １１月第３週 １１月１８日（木）

通常例会 『会員卓話』 神谷 稔会員・岡野元昭会員
司

会 親睦活動委員

石原 勇介

②地区への出向＊新座RCは地区への参加が少ない

点

鐘 会長

鈴木

③ガバナー輩出に伴うグループ内のグループ化

明子

ソ ン グ 「我らの生業」

④こぶしロータリークラブとの合同企画
この中でグループ内のグループ化については、

会長の時間 会長 鈴木 明子

小泉会長の年度からの引き続き会長幹事会での議
題となっております。
前年度のグループ化についての討議内容が会長幹
事会で配布されました。グループ化については、
第２グループを分割してグループにせず、全体で
ガバナー輩出について考える方策が良いとの意見
が多数のようです。
但し、具体的なガバナー輩出の方法や運営スタッ
フの組閣までは踏み込んだ議論がまだされていま

皆さんこんにちは。只今点鐘いたしましたが、

せん。今後、この件に関して会長幹事会で審議を

このピカピカに輝いているロータリーの鐘の音色

進めていくことになります。会員の皆さんでご意

はいかがでしたでしょうか？先程、森田輝雄会員

見等ございましたらお聞かせください。

が心を込めて磨いてくださいました。響きも余韻
も素晴らしく聞こえました。

会員増強についてはＲＩ・地区・当クラブの課
題であります。人選についても、なかなか進んで

先週はガバナー補佐訪問ということで多くの会

おりません。お声がけしないことには入会に至り

員の皆さんにご出席いただきまして誠にありがと

ませんので「この方は！」というお知り合いの方

うございます。

がいましたら会員拡大に繋げていきたいと思いま

戸髙ガバナー補佐からは、「ガバナー補佐からの

すので、お知らせいただきたいと存じます。

お願い」とのテーマで卓話をいただきました。お

さて、本日は会員卓話ということで、神谷稔会員

願いとしては、４点あったように思います。

と岡野元昭会員から卓話を頂きます。人生経験豊

①会員増強・リーダーの育成・ロータリー奉仕

かなお二人の卓話ということで、とても楽しみに

デー（地区からのお願い）

しています。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

スマイル報告

最後に、萩原会員が退会され米山記念奨学委員会
委員長のポストが空席となっています。大塚誠一
会員にお願いした所、ご快諾いただきました。誠

親睦活動委員会

委員

髙𫞎 遼太

にありがとうございます。

幹事報告 幹事 森

克巳

鈴木

明子会員

本日、会員卓話です。神谷稔会

員、岡野元昭会員宜しくお願い致します。楽しみ
にしております。
森

克巳会員

１、ハイライトよねやま２６０号

みにしています。

１、令和３年冬の交通事故防止運動の実施の案内

神谷

神谷稔会員、岡野会員卓話楽し

稔 会員・岡野

元昭会員

実施期間：１２月１日（水）～１４日（火）まで

当です。宜しくお願い致します。

＊出発式や指定の団体以外の街頭啓発は中止

大塚

１、会報「SAITAMA腎・アイバンク」第３３号

親睦活動委員会

委員長

数少ない例会、今日は神谷稔会

員、岡野会員楽しみにしています。
宮川

委員会報告

誠一会員

本日卓話の担

勝平会員

岡野さん神谷さん卓話宜しくお

願い致します。

岡野

元昭

並木

傑 会員・森田 輝雄会員・神谷 億文会員

石原 勇介会員・小泉 哲也会員・髙𣘺 遼太会員
『神谷稔会員、岡野会員楽しみにしています』

会員卓話
パスト会長

岡野

元昭

コロナウイルス感染症拡大防止策を取りながら
年忘れ例会を会員のみので開催します。
日時：１２月１６日（木）
場所： ベルセゾン １階

点鐘１８：００
「吉祥」

会費： ５，０００円 ★会費以上のコース料理

米山記念奨学委員会

委員長

大塚

誠一

本日はとても嬉しく卓話をさせて頂きます。
ロータリーに入会しイニシエーションスピーチを
したのが数十年前ですので、私の事を話します。
１９４１年（昭和１６年）生まれで８０歳になり
ました。生まれた場所は北足立郡大和田町で、現
在は新座市となり地番は存在しなくなりました。

米山記念奨学委員会の萩原委員長の後任を引き
受けました。宜しくお願い致します。

ロータリーには１９８７年に４６歳で入会し、早
いもので３４年目になります。朝霞市青年会議所

を４０歳の年齢制限で辞めた後、ライオンズクラ

宣言が発せられ、蔓延防止等重点措置が設けられ

ブに誘われましたが父が入会していましたのでお

ました。
未だに第６波の懸念はあるものの、ワクチン接

断りし、ロータリーの会員となりました。
職業は運送業です。運送業は４０歳の時に社長と

種の実施等により感染者数は大幅に減少してお

なり、父の後を引き継ぎました。その時父は７０

り、２年間に渡った国民の様々な行動制限・自粛

歳でした。そもそも運送業を始めたのは父の姉夫

要請も徐々に解除の方向に向かっているかと思わ

婦でしたが、姉の連れ合いが病気となり、姉の手

れます。

伝いを始めたところ、姉が亡くなり社長となった

【埼玉県内の福祉施設における新型コロナウイル

そうです。

ス感染状況】

私が運送業を引き継いだ時は「運送屋」と呼ば

埼玉県内の高齢者施設におけるコロナ感染発生

れていましたが、「運送屋さん」と”さん”を付

状況についての埼玉県からの報告は８／３１が最後

けて呼ばれるようになりたいと思ったものです。

となっていますが、８月第３週（感染利用者：８

私自身は６５歳で社長を引退し、弟へ譲り、現在

１名、養成職員：６０名、発症施設：５３施設）

は息子が社長を務めております。

をピークに翌第４週（感染利用者：２１名、陽性

ロータリーではチャーターメンバーの神谷稔さ

職員：３７名、発症施設：３０施設）にはワクチ

んが会長の時に幹事をいたしました。その後、会

ン接種の効果等もあってか、急激な減少傾向に転

長、ガバナー補佐も務めさせて頂きました。今年

じています。
しかしながら、入所者・職員共に２回目のワク

度は親睦活動委員長です。来月は今年度初めての
夜間例会を開催します。奮ってご参加下さい。

チン接種が済んでいたにもかかわらず1施
設で４２名が陽性となるブレイクスルー感染のク
ラスター発生事例も併せて報告されており、緊急

「晴和苑における新型コロナウイルス感染症
の対応」

パスト会長

神谷

稔

事態宣言が解除され諸々の行動制限等が徐々に緩
和されつつある現在においても感染予防対策は今
しばらく継続する必要があると思われます。
【高齢者を守る８つのポイント】
一般社団法人社団法人日本環境感染学会は、高
齢者施設における感染対策の指針として「高齢者
を守る８つのポイント」を示しています。
・自分が感染しない、人に移さないための対策

２０１９年１２月、中国武漢から始まった新型コロ
ナウイルス感染症は全世界で猛威を振るい、日本
国内に置いては２０２０年２月の「ダイヤモンドプ
リンセス号」の横浜入港からにわかにその感染拡
大が現実味を帯び始め、２０２１年１１月１６日現在で
累計感染者数１，７２５，５６８人、死亡者数１８，３３１
人にのぼっています。（ちなみに埼玉県において
は累計感染者１１５，７４１人、死亡者数１，０５３人と
なっています。）
その間に２０２０年４月７日～５月２５日の間で１回
目の緊急事態宣言が出され、以降変異株等による
感染再拡大、２０２０オリンピック開催等に伴う感染
拡大への懸念に伴いこれまでに計４度の緊急事態

→ ①手指衛星の励行 ②個人防護具の着用
・施設内に持ち込まないための工夫と対策
→

③面会やプログラムの制限、休止

④職員の

健康管理の徹底
・施設内で広げないための工夫と対策
→ ⑤利用者の健康管理の徹底 ⑥定期的な換気
⑦

環境・器材消毒の実施

⑧給食、リネン管理

の徹底
【晴和苑における感染防止の対応】
福祉施設においては従前よりインフルエンザや
ノロウイルス等の感染症に対する感染症対策委員
会の設置及び職員研修の実施が義務付けられ、監
査対象項目となっていることもあり、当施設にお
いても通年のインフルエンザ蔓延予防策としての

職員及び面会等来苑者に対する11月以降のマスク

括支援センターの２つの相談・調整窓口業務の各

の着用、うがい・手洗いの励行を行う程度で２０２

事業を行っており、サービス利用者及び実施サー

０年１月頃までは新型コロナウイルスに対する危

ビスの特性に応じた感染予防対策が必要であり、

機感は「対岸の火事」のような薄いもので、イン

サービスごとの対応策の検討・実施を行いながら

フルエンザ対策を継続し、感染拡大を注視する雰

現在に至っております。（介護予防含）と居宅介

回気はあったものの新型コロナウイルスに対する

護支援事業所、地域包括支援センターの２つの相

特別な感染予防対策の追加は実施しておりません

談・調整窓口業務の各事業を行っており、サービ

でした。

ス利用者及び実施サービスの特性に応じた感染予

しかし、２０２０年２月になると国内での感染者

防対策が必要であり、サービスごとの対応策の検

数が増加しはじめ、臨時休校が開始される時期と

討・実施を行いながら現在に至っております。

あわせて厚生労働省からの福祉施設における面会

【各事業所の感染予防対策について】

制限の要請があり、当施設においても施設入所者

１）施設介護サービス（特別養護老人ホーム(介

のご家族様への面会中止のお知らせやボランティ

護老人福祉施設) ）

アの方への受け入れ中止の連絡を行い、２０２０年２

「正しく恐れる‼持ち込まない‼持ち出さない‼」

月末から面会を中止し、職員に対してはマスクの

の徹底

着用、うがい・手洗いの徹底に加えて出退勤時の

２）在宅介護サービス（ショートステイ・デイ

検温、こまめな換気の実施、感染防止についての

サービス・グループホーム）

注意喚起、啓発活動等の感染防止対策を開始しま
した。

＊抜粋

入浴時及び喫食時以外は常時マスクの着用頂
き、使用する作業台及び食事テーブルにはパー

又、当施設では、特別養護老人ホーム（介護老

テーションを常設するとともに可能な限り対面を

人福祉施設）の施設系介護サービスの他にショー

避け間隔を取るよう配慮する

トステイ事業（短期入所生活介護）、老人デイ

３）相談窓口業務

サービス（通所介護）、グループホーム（認知症

義務付けられている月一回の居宅訪問による相

対応型共同生活介護）の３つの在宅系介護サービ

談・調整も含め可能な限り対面を避けた電話対応

ス（介護予防含）と居宅介護支援事業所、地域包

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

１２月のプログラム

委員長

金子

幸男

２（木） 通常例会 「クラブ年次総会」
９（木） 例会取消 定款による
16（木） 夜間例会 「年忘れ例会」 １８時 吉祥
23（木） 移動例会 「平林寺参拝」
30（木） 例会取消 定款による

出席報告

委員長

神谷

稔

Ｒ３.１１.１８

出席１４名 欠席 ６名
会員数２５名 出 席 率 ７３．６８％
（免除者６名） 修正出席率 ７５．００％
★ご注意 一時間早くなりました
「年忘れ例会」 １８時 からです

新座ロータリークラブ事務局
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