
 
  

令和３年 ３月 １日（月）第 2034 回例会 

19：00 開会点鐘 

君が代・ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「四つのテスト」 斉唱 

祝  事  ３月  会員誕生日  結婚記念日 

会長挨拶   杉本 政昭 会長 

幹事報告  三寺 康信 幹事 

委員会報告 

① 例会出席報告 

② ニコニコ箱 ﾛｰﾀﾘｰ財団 本日の寄付報告 

19：30  クラブフォーラム 

「より一層の『居心地のいいクラブ』について」 

 ＜グループ毎のディスカッション＞ 

20：00  閉会点鐘 

本日の例会  

令和３年 ３月 ８日（月）第 2035 回例会 

「ロータリーの友 ３月号」解説 

上屋敷 貴紀 会員 

次回の例会  

令和３年 ３月１５日（月）第 2036 回例会 

会員卓話 山下 健治 会員 

「Google Map で巡るロータリーの旅」 

令和３年 ３月２２日（月）第 2037 回例会 

会員卓話 林田 恒正 会員 

 「人との出会いとロータリー」 

令和３年 ３月２９日（月）第 2038 回例会 

外部卓話 森下 和之 氏 

ふくい働き方改革推進支援センター 

アドバイザー 

「パートタイム・有期雇用労働法について」 

今後の予定  

幹事報告  

次年度ガバナー公式訪問 

 ７/３１（金） 三国ＲＣホスト  

令和３年３月１日発行 

県下ロータリークラブ全て、ビジター受付はありません。 

ビジター受付のみ実施日    詳しくは https://rid2650-pub.com/ 

 

連絡の徹底お願いします 

①欠席は理由を添える 

  ②オンラインでの例会参加希望 

例会開催月曜日１５時までに 

事務局にご連絡ください。 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

南利明 倉本 金 前川徹 海道

林田千之 奥村 山下 松井 竹内

林田恒正 小見山 東角 川上 南勝文

釣部 八百山 竹吉 竹澤 瀬野

水﨑 林田數一 柿木 三寺 西出

北 下田 杉本 道木 上屋敷

山岸 前川正智 岩田

ディスカッション グループ分け 



 

  

 
現在、あまりにも情報があふれんばかりに錯綜しており、その情報の中できちん

と確認された裏打ちされた情報が意外に少なく、そして、皆さんテレビの番組等で

嫌というほど見聞きしているでしょうが、この時期に、医者として、コロナウイル

ス感染症以外の話では間が抜けてるので、あえてお話することにします。 
 世界で患者数が 11000 万人を超え、死者が 250 万人にせまっています。アメリ

カ合衆国ではコロナウイルス感染症の死亡者があまりにも多いために、全人口の平

均寿命が 1 歳ほど若返ったというデータもあります。 

・コロナウイルスは、風邪症状を引き起こす一般的なウイル

ス（10～15％を占める）  
・球状の表面に突起があり、王冠（ギリシャ語でコロナ）の

ような形をしている。 
・RNA ウイルスで、約３万個の塩基（G・A・C・T）よりな

り、比較的大きく、インフルエンザやＨＩＶの約３倍。 
・様々な動物（犬・猫・牛・豚・馬・鶏・イルカ・コウモリ等）に感染し、呼吸器

症状や下痢を引き起こす。 
これまでの新型コロナウイルス ＭＥＲＳ（中東呼吸器症候群）  致死率３５％ 

               ＳＥＲＳ（重症急性呼吸器症候群）致死率１０％ 

今回の新型コロナウイルス（ＣＯＶＩＤ－１９）         致死率１.５％程度 

 呼吸器症状だけでなく、重症肺炎や血栓症・サイトカインストーム（過剰免疫反応）などを引き起こす。 

鼻閉・鼻汁がなくても、嗅覚障害や味覚障害は特徴的。⇒粘膜の嗅覚細胞が脱落しなかなか回復しない。 

潜伏期は１～１４日程度（平均５～６日）。 感染者の８０％は無症状～軽症だが、２０％は重症化し１～３％は死に

至る。 特に、高齢者・肥満・基礎疾患のある人では、重症化率・致死率が高くなる。 

 感染者の８０％は人に移さず、２０％が人に移し、また、クラスターを形成する。 

 クラスター発生はほとんどが室内（例外は１例、ＢＢＱで大皿から皆で取り分け）。 

 

「新型コロナ（ＣＯＶＩＤ-19）感染症について」  金 定基 会員 

最近少し鼻がムズムズしてきまして、いよいよ辛い春が来たなという思いです。同

じ思いの会員さんもおられると思いますけれども、花粉症そしてコロナと対策をきっ

ちりして乗り切っていきたいと思っています。 
一昨日、地区職業奉仕委員会の職業奉仕講演会がオンラインで行われました。一緒

に参加された会員様、ご苦労様でございました。詳細については資料がございますの

で、ご希望の方は事務局までご連絡ください。 
さて昨日、テレビで「日本一静かで 笑顔あふれるカフェ」という番組がありまし

て、この「日本一静かで 笑顔あふれるカフェ」という題名に引かれて、この番組を

見始めました。すでにご存じの方もおられると思いますが、「日本一静かで 笑顔あ

ふれるカフェ」は、働いている店員の８割が聴覚に障害がある人で、表情や手話でお

客様の対応をしているカフェでした。なぜその店ができたかというと、聴覚に障害が

あることで、どの職場でも限られた仕事しかできなくて、聞こえる人と同じ仕事を求

めていた一人の女性が、平等に仕事ができるこのコーヒーチェーンで働きだし、また 
その女性が聴覚に障害がある人だけの店員でやるカフェを会社に提案したところ、会社側も会社の理念と一致したこと

で、お店の店員が聴覚に障害がある人ばかりのカフェが実現したということです。 
テレビを見ていますと、店員さんの表情の豊かさや明るさで、お客さんが、パワー

をもらって会社に出勤したり、またお客さんの方から挨拶してきたりしていて、本

当に「いらっしゃいませ」とかなくて静かなんですけど、店員さんの全身を使って

伝えようとする姿に、テレビからですけれども僕もパワーをもらった気がしまし

た。これ店員さんもすごいですが、こういう店を作ったスターバックスというコー

ヒーチェーンも、我々の職業奉仕、社会奉仕の枠を飛び越えたすごい会社だなと思

いましたし、こういう店が少しずつでも増えていってほしいという気もしました。 
「日本一静かで 笑顔あふれるカフェ」それは「日本一言葉を交わし合う暖かい場所です」というナレーターの言葉が

最後にあったのですが、いつもコンビニのホットコーヒーS を買っている僕ですが、少しお高いスタバのコーヒーもた

まには買いに行こうかな という気持ちになった番組でした。 
今日は、金会員の卓話です。宜しくお願いします。 

杉本 政昭 会長挨拶                          ２月２２日（月） 

会員卓話                        ２月２２日（月） 

 



 

  
感染様式 

 接触感染：眼粘膜・鼻粘膜・経口感染…クラスターは発生しにくい 

 空気感染：飛沫・エアロゾルを吸引 …クラスターを発生しやすい 

口から飛び出す飛沫、直径の大きなものはすぐに落ちるが小さ

な物はゆっくり落下したり、途中で乾燥して再び空中に浮遊し

たりする。径 5μｍで 1 ㎜/秒 径 10μｍで 3 ㎜/秒程度で、落

下。風があると沈降せず、長時間空中に浮揚、このような状態

で 3時間程度活性を保持する。 

濃厚接触者の定義 

①感染者と同居又は長時間接触があった場合  ②適切な感染防御無しに感染者を診察・看護・介護した場合 

③感染者の気道分泌物・体液などで汚染された物に直接触れた可能性が高い場合 

④感染防御せずに１ｍ以内で１５分以上接触した場合 

＜興味ある文献＞シンガポールからの報告 去年の 1 月 23 日から 4 月 3 日の間シンガポールで発症した患者 1114

人、濃厚接触者 7770 例を徹底的にアンケートして調査。家庭内接触者は、感染と関連した事実が認められたの

は、寝室の共有と 30 分以上の対面での会話。この 2 項目だけ。トイレ、静かな二人だけの食事とかではほとん

ど感染していない。家族以外の濃厚接触者の場合、複数患者との接触、30 分以上の対面での会話、車に同乗と

いうこの三つの場面があったようだ。 

重症化率（３０代を１とした場合） 

年代 １０未満・１０代・２０代・３０代・４０代・５０代・６０代・７０代・８０代・９０以上 

重症率  ０．５  ０．２ ０．３   １   ４  １０  ２５  ４７  ７１   ７８ 

肥満・糖尿病など慢性疾患に関する加齢性疾患も重症化に関与。小児では免疫強化に繋がる生ワクチン接種（麻

疹・風疹・おたふくかぜの混合ワクチン）、および、もともと鼻粘膜・咽喉頭粘膜のウイルス量が多く、それが感

染を阻む可能性もある。ＡＣＥ２（コロナウイルスの突起と結合して細胞内に侵入させる）の関与も示唆。 

検 査 

・ＰＣＲ検査（Polymerase Chain Reaction ポリメラーゼ連鎖反応）  他の検査より精度は高いが、感染２日目まで

はウイルス量が少なく陰性になりやすい。数時間以上かかり、通常は翌日に結果が分かる。見ているものは「ウイル

スの遺伝子」のかけら。ウイルスは壊れていて実際は感染力が無くても陽性になる。濃厚接触が確認されれば、ＰＣ

Ｒ陰性でも自宅待機すべき。 

・抗原検査 ある程度のウイルス量が無ければ検出できない。１０分程度で結果が分かる。陽性なら確定診断できるが、

陰性だから違うと言えない。発症２～９日なら PCRとほぼ同等。 

・抗体検査 感染から１～２週間程度で産生され年単位で持続する（IgG）抗体を検出する。陽性なら、かかったことが

あると言えるが、現在かかっているかどうかの判断は不可。 

変異株 

 新型コロナウイルスは２週間に１回のペースで変異を重ねている。変異株は多数あるが、感染の主流になっているの

はイギリス株と南ア株。今話題のブラジル株はスパイク蛋白に１２か所の変異がある。感染性を高めている可能性は

あるが、その証拠は今のところ無い。イギリス株の感染力は 1.7倍（1.4～2.0）と言われているが詳細は今のところ

確認されていない。また、重症化を示すデータも認められていない。 

変異の影響 

 ①感染の広がり易さが変わる。②重症化率や致死率が変わる。③検査に影響する。④ワクチンや治療薬が効き難くな

る。①②については、疫学調査が不十分。イギリスの学者は「感染の広がり易さは中等の確信をもって増加している。」

と表現している。WHO は「人においては感染性に影響を与える可能性があるが、今のところはっきりしたことは言え

ない。」③については、今のところ心配なし。④については、確認されていない。ワクチンの仕組みとして、たくさん

の種類の抗体を作る（ポリクローナルな抗体反応）のため、数か所が変異しても効かなくなることは先ず無い。また、

ビオンテックは「６週程度でワクチンをデザインし直せる。」と言っている。コロナウイルスはインフルエンザや HIV

に比べ、約３倍遺伝情報が大きく、その分変異の影響が出難いと言える。 

収束はいつ？ 国民の６割が抗体を持ち、ウイルスと共存しているという状態をエンデミックという。子供の時から感

染し、子供は重症化しないので、抗体を得て免疫を持つ。6割なれば一応収束となるが、ワクチンが普及すれば、も

っと早く収束できる。 

決定打はワクチンがいきわたるか否か！  

インフルエンザワクチン 感染阻止率が 20%から 50%だが、重症化阻止率 致死阻止率が８割くらいなので、インフル

エンザワクチンは有効。 

新型コロナウイルスのワクチン ファイザー 4万人で、阻止率 95％ ビオンテック 3万人で 93% ２回接種すると

感染しないと言えるほどなので、ぜひ接種するように！ イスラエルでファイザーのワクチン２回接種から２週間

が経過した時点での予防効果は 95.8％、重症患者発生抑制率は 99.2％、死亡抑制率は 98.9％だった。 

アナフィラキシーショック 有効成分の為に起こることは、ほとんどない。免疫力を上げるためにタンパク質を安定

化させてアンプルの中に入れておく為に、何種類かの物質によってアナフィラキシーショックがおきる。その発生

は、他のワクチンと大差ない。１０万人～２０万人に１人の確率。 



 

  

丸岡ロータリークラブ 

会員数：３３名 例会場：丸岡城のまちコミュニティセンター  例会日：毎週月曜日19時 00 分  

事務局：〒910-0251 福井県坂井市丸岡町一本田福所 22-24-3 東角建設(株) ２F  

    （月）14時から 18時（火～金）13時～17時  

TEL 0776-67-0410 FAX 0776-67－4811 E-mail webmaster@maruoka-rotary.com 
公共イメージ委員会 理事－山下健治 会報委員会 委員長－前川正智 副委員長－八百山正栄 

委 員－水﨑亮博 瀬野友伸 海道佳秀 

◆出席報告◆  出席委員会 

例会日 会員数 出 席 
届有

欠 
届無欠 

出席免除者 

欠席 
例会出席率 

2/22 ３３ ２４ ６ １ ２ 77.41% 

 

委員会報告                    ２月２２日（月） 

◆寄付金の状況◆ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 2 月 22 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 24,000 円 510,000 円 960,000 円 

ロータリー財団 18,000 円 383,000 円 

米山記念奨学会 17,000 円 380,000 円 

 

◆ロータリー財団◆   寄付者  １５名 
林田千之  北  下田 金  奥村 林田恒正 水﨑 
杉本 竹内 松井 道木 川上 竹澤 西出  八百山 
◆米山奨学会◆     寄付者  １４名 
林田千之  北  下田 金  奥村 林田恒正 水﨑 
杉本 竹内 松井 道木 川上 竹澤 八百山 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  １６名 

杉本会長 皆様こんばんは。本日金会員 卓話よろしくお

願いします。 
三寺幹事 金先生 お話楽しみです。 
林田千之 金先生 ご苦労様です。会報にありがとうござ

います。 
小見山  金先生 卓話御苦労さまです。しっかり勉強し

たく思います。 
下田   金先生 卓話ご苦労様です。 
金    本日卓話をさせていただきます宜しくお願い

致します。 
奥村   金さん 卓話よろしく。 
林田恒正 金さん 卓話ありがとうございます。 
倉本   金先生 本日は卓話有難うございます。 
水﨑   金先生 卓話御苦労様です。 

柿木  金先生 卓話よろしくお願いします。又、使用の為早退お願い

します。 
竹内  金会員 本日の卓話よろしくお願いします。 
松井  金会員 卓話よろしくお願いします。 
道木  金会員 卓話ご苦労さまです。 
川上  金先生 卓話楽しみにしています。宜しくお願い致します。 
竹澤  金先生 本日の卓話よろしくお願いします。 
八百山 金先生の卓話を楽しみにしていました。宜しくお願いします。 

副反応 筋肉の中に薬液入れてそこで炎症を起こして、免疫反応をおこして抗体をつくるので、当然、炎症反応はお

きる。局所の痛み、発赤、局所の熱感は、100%ではないが理論上は起こりうる。 

坂井市の接種計画 接種の際は、必ず抗ヒスタミン剤とステロイド、アドレナリン、アンビューバック（呼吸を確保

する）など、厳格に決めている。摂取後は最低 15 分でできれば 30 分医療従事者が見られる範囲で、経過観察する。 

しかし、ワクチンがいつどれくらい供給されるのか全く知らされていない。皆さんの順番がきたらワクチンを接種

しよう！！副反応で、熱がでたり、痛くなるかもしれないが、大きな問題ではない。ただ、過去にアレルギーのあ

る人は必ず申し出るように。 
軽症患者の急性憎悪 急激に両肺が真っ白になり、重症化する例がある。また、酸素濃度血中酸素濃度の減り方がゆっ

くりで、本人は、苦しくないし、重篤感を感じない例もある。ハッピーハイポキシアとテレビで名付けていた。ハイ

ポキシア（低酸素症） 
武漢以前 2019 年 12 月下旬 武漢で原因不明の肺炎の集団発生のニュース。2020 年の 1 月中旬それが新型コロナウ

イルスと判明。 NHK のデータベースにて世界中の文献を全部調査。最も早い報告は 2019年 9月 28日 2019年の

秋から冬には感染が始まっていた。その後、インフルエンザの蔓延期なので、新型コロナウイルスだという警鐘にな

りにくかった。2019年 10月 18日武漢で、世界 100 カ国から 1 万人以上の軍人が参加して、世界軍人運動会が開催。

マラリアなどの発熱で多数の人が入院という記載があった。バルセロナ大学の報告 2018 年 1 月～2019 年の 12 月 

バルセロナの下水のサンプルを調査。2019年 3月 12日下水から新型コロナウイルスが検出。アメリカで最初の症例

は、2000年 1月 19日となっている。2019年 10月～2020年の 1月 17日アメリカで献血された血液サンプル 7389
人分を検査した。1.4%からコロナの抗体が検出。武漢の生鮮食品市場が原発ではなく、初期の巨大なクラスターでは？  
アメリカのコロナウイルスの世界的権威の学者の説 中国の広東省と雲南省の間の山岳地帯にキクガシラコウモリ

という自然のコウモリが感染しているコロナウイルスの遺伝情報が 97%くらいの確率で COVID-19 のウイルスと一

致してる。その学者が曰く、そのコウモリに感染していたか変異が人に感染し、広東省辺りに広がり、あっという間

に世界中に広がったのでは？ 

＜会長お礼の言葉＞金先生、細かいところまでご説明いただきましてありがとうございました。今のお話を聞きますと

過度に神経質に怖がることもないのかなと思いました。今後も、防止対策は、きちんとやっていきたいと思います。 

３密を避けて  ５つの場面に気を付けて  マスクをして  手洗いをしっかりしよう！！ 
  


