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本日の例会プログラム
○ 月始めのお祝い
○ 年次総会

○卓話「前半期を顧みて」
　卓話者：塚田会長
　　　　　阿久津幹事

次回の例会プログラム 12月 16日㈮

第2674回例会 2022年12月2日㈮

13
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ニコニコBOX（敬称略）

宮内　則雄　副幹事・会計

・四つのテスト

遠藤　源一郎

パスト会長

ソングリーダー

若松　理　君

司会・進行 ソング 演奏題目

ロータリー情報委員会　間下　保　委員長

　昨日（11月24日）第２回ゴルフ
レッスン会を開催させていただき

ました。皆さん着実に向上して、う

まくなっている中で、第３回以降

の連絡を本日させていただきまし

た。参加いただいた方には既に案

内を配布しておりますが、それ以外の方でも是非ご

興味のある方はお声がけください。よろしくお願い

します。

　ちなみに、次回は12月16日の金曜日です。それ以降
は、月に１回ペースで３月まで開催したいと思いま

すので、よろしくお願いします。

幹 事 報 告
阿久津　理　幹事

１． 坪野潔会員の入院治療に対し、
クラブ内規No.７古河ロータ
リークラブ慶弔規定（４）病気

見舞いにより、お見舞い金

30,000円を支出しました。
２．新型コロナ感染拡大のため、12

月９日㈮に予定しておりました「クリスマス会」

は中止となりました。

３．12月の例会は別紙のとおりです。

投入件数 合計金額

本日 ２７件 ５４,０００円
累積 ３７９件 １,０５２,０００円

間下　　保 昨日は、ゴルフレッスン会第２回目
ご参加ありがとうございました。

飯田　敏行 秋葉さん卓話楽しみにしています。

関　　義明 秋葉さん卓話楽しみにしています。

伏木　利光 秋葉さん卓話楽しみにしています。

服部　吉高 秋葉さん卓話楽しみにしています。

森田　一雄 秋葉さん卓話楽しみにしています。

阿久津　理 秋葉さん卓話楽しみにしています。

岩﨑　聖一 秋葉先生卓話楽しみにしています。

若松　　理 秋葉先生卓話楽しみにしています。

秋葉　和敬 卓話させていただきます。

山浦　　博 秋葉さん卓話楽しみにしています。

田村　武敏 秋葉先生卓話宜しくお願いします。

熊木　善一 秋葉先生の卓話楽しみにしています。

相良　　登 秋葉先生卓話楽しみにしています。

前田美代子 秋葉先生卓話楽しみにしています。

立岡　喜一 秋葉先生卓話楽しみにしています。

早川　　宏 秋葉さん卓話楽しみにしています。

鈴木　敏雄 秋葉先生卓話楽しみにしています。

福富　浩志 秋葉先生卓話楽しみにしています。

塩谷　和宏 秋葉さん卓話楽しみにしています。

宮内　則雄 秋葉先生卓話楽しみにしています。

第2673回
2022年11月25日 卓話「コロナについての現状」

塚田　晴夫 秋葉さん卓話楽しみにしています。

関口　哲勇 秋葉さん卓話楽しみにしています。

蓮見　公男 秋葉さん卓話楽しみにしています。

大和田五郎 秋葉先生、楽しみにしております。

野澤　豊輔 秋葉さん卓話楽しみにしています。

野村　利夫 秋葉先生いつもありがとうございま
す。卓話楽しみに聞かせて頂きます。

会員数 52名
出席者数 31名
欠席者数 ３名

内欠席免除者数 １名

メークアップ ０名

事前連絡者 18名

出席率 94.00％

委員会報告
出席委員会　小山　仁美　委員長

疾病予防と治療月間

回・日付 例 会 内 容 場所・時間

第１例会
第2674回
12月２日㈮

○月始めのお祝い（12月）
○年次総会

古河商工会議所
12：30～13：30

12月９日㈮ クリスマス会 中止

第２例会
第2675回
12月16日㈮

○卓話「前半期を顧みて」
　卓話者：塚田会長
　　　　　阿久津幹事

古河商工会議所
12：30～13：30

12月23日㈮ 休　　会
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会長の時間
塚田　晴夫　会長

　皆さんこんにちは、本日はメン

バーでもあります古河市医師会会

長の秋葉さんの『コロナについて

の現状』という卓話です。コロナ感

染の第８波に入ったということで、

田村プログラム委員長のファイン

プレーだと思います。

　今年に入ってからの死者数が３万人を超えたこと

が共同通信の集計で21日に分かりました。これまで
最多だった昨年の１万4909人の倍以上で、ここのと
ころ前週より増えていて、感染者数、死者数ともに増

加傾向が続く恐れがあると思われます。

　今は、古河市の行事が通常に行われ、サッカーワー

ルドカップも始まり、何となくお祭り騒ぎですが、た

だ大勢での飲食を伴うものは行われていない現状で

す。

　そういった現状をふまえて、誠に残念ですがクリ

スマス会と新年会は、中止にさせていただきます。な

お会議所での例会は行いますが、休む時は電話をい

ただければ出席扱いにします。ご理解いただきます

様にお願いいたします。

　皆さんインフルエンザの予防にもなるので、手洗

い・うがいをしっかり行い十分注意していただきき

ます様にお願いしまして、会長の時間とさせていた

だきます。

卓　　　話
卓　話　「コロナについての現状」

卓話者　秋葉　和敬　君

　コロナについてということで、卓

話させていただきます。お手元の資

料に沿って進めていきたいと思い

ます。

　まずですね、ワールドカップのサッカーが始まっ

ていますが、会場を見ると、マスクはほとんどしてい

ません。あそこの世界では、コロナは終わった気がし

ます。これはいったい日本と何が違うのかというこ

とですが、日本では５人に一人が罹ったということ

ですが、欧米では２人に一人。最初のうちにばばっと

罹っているので、いわゆる集団免疫というのが欧米

ではできているということ。ワクチンと罹った人の

数が圧倒的に多いので、ドーハのような状態になっ

ているということです。だから、欧米の人が日本のこ

とを見ると、我々が中国を見るように、ちょっとやり

過ぎじゃないかと思うように、日本も中国も同じに

見ています。それとマスク好きの国民性です。インフ

ルエンザのシーズンになると、自発的にマスクをす

る人がいるし、１年中している学生もけっこういま

す。それに比べて欧米人は、マスクを好きじゃないの

で、明らかに国民性の違いです。岸田総理がいくら屋

外なら外していいと言っても､やはりしている人は

多く見られます。

　次にワクチンの状況ですが、感染予防よりは重症

化予防がメインになっています。現在は子供が罹っ

て家庭に持ち込んで、大人が罹るというのが現状で

す。私たちはほとんどワクチンを打っているので、年

配者同士で話している分には全然心配ありません。

その中にお子さんやお孫さんが入ってくるとけっこ

う危険です。そこで子供にもワクチンをということ

で、12月から古河市でも、生後６ヵ月から４歳までの
子供にもワクチンを打つようになりました。５歳か

ら12歳にも打っていますが、実際に打っているのは
20％くらいです。メリット・デメリットがあるので、
保護者がまだ打たせたくないというので、子供の間

で罹って、学級や学校閉鎖になって、その子供たちが

自宅待機している間に、家族が濃厚接触者となって

発症するということになっています。今はこのワク

チンも公費負担ですが、来年の４月以降は有料にな

るとの情報も入っています。

　続いてですが、パンデミックからツインデミック

ということで、インフルエンザとの同時流行が騒が

れています。インフルエンザは、去年・一昨年とほと

んどいなかったんですが、今年は普通に出てきてま

す。例年通りですね。オーストラリアでインフルエン

ザが流行ったので、冬になって、日本でも流行るだろ

うということです。２年間無かったので、インフルエ

ンザに対する免疫が無いだろうということで、流行

するだろうとなっています。インフルエンザのワク

チンも、機会があれば打ってください。コロナワクチ

ンとの同時接種も可能です。

　次は発生数の不思議です。現在は第８波と言われ

ています。第７波は８月頃ありました。ただ９月から

発生届をほとんど出していない。出しているのは65
歳以上で、よほど危ない人だけなので、個人や街の診

療所等で検査して陽性でも、保健所に連絡していま

せん。ですから、発生数は本当はもっと多いと考えら

れます。また、医療用の抗体検査で陽性の人は、もう

かかっているので、PCR検査は不要です。
　そしてコロナ陽性時の自宅待機ですが、調子が悪い

となってからカウントしてください。濃厚接触者は、

一緒に生活している人ですが、５日間は待機です。そ

の間に症状が出てきたら、検査を受けてください。

　あと後遺症についてですが、味覚・嗅覚異常を言っ

ていましたが、今のオミクロン株になって、ほとんど

それはなく、風邪の症状です。咳や鼻水が残ります。

　それから治療薬の話ですが、今週の11月21日に塩
野義製薬の薬で「ゾコーバ」というのが、飲み薬で特

別承認されました。今のところ３つの飲み薬があり、

最初の２つは、死亡率を下げるというようなエビデ

ンスだったんですが、この「ゾコーバ」は、体の中の



4

KOGA Rotary Club Weekly Report 57th

ウイルスを早く体外に排出するという感じで､特効

薬ということにはならないようです。インフルエン

ザの時の「タミフル」のような効果は無い感じです。

　最後に今後の生活についてです。ツインデミックの

予防のためには、インフルエンザのワクチンは是非

打ってください。コロナのワクチンも今まで打ってき

て、特段の副反応が無ければ是非打ってください。そ

して自身の体調管理というのがこれから大事です。ま

た３密と言われてきましたが、一番大事なのは換気で

す。部屋の空気の入れ換えです。あと財政面の変化で

すね。最初に大盤振る舞いしてきたので、今引き締め

にかかってます。店舗に援助していたのも、もう出な

くなってます。医療機関にもかなりコロナ対策の補助

金が出ていましたが、実績報告がちゃんと出ていない

ところは、財務省から返還命令が出ています。来年の

４月から体制が変わってくると思います。そして感染

症としての対応の変化ですが、２類から５類にという

話ですが、今現在コロナに関する検査や治療は無料な

んです。コロナでなかったら有料です。そこら辺も４

月から変わってくるのかなと思います。一番下に、日

本医師会のQRコードを載せてありますので、詳しい
話は、是非こちらを参考にしてください。

〈このあと質疑応答〉

宮内さん： 沖縄では、個人的に季節性インフルエンザ
になってきているのでしょうか？

秋葉先生： 集団免疫ができてきたのではないかと思
います。

小山さん： 抗原検査を職場でするにあたり、鼻に入れ
るのが怖いという職員が多くて、口の中の

粘膜をぐるぐるやるのはいかがでしょう

か？

秋葉先生： 個人でやって陰性が出るのは、ちゃんと出
来てないかもしれません。あと症状が無い

人の抗原検査は出ません。具合が悪いとき

にやるものですので、定期的にやっても出

ません。ただ１回陽性になった人が１週間

隔離されて、その後職場復帰した時には、

使っていいかもしれません。

岩﨑聖一さん： ５回目以降もワクチンの接種はあるので
すか？

秋葉先生： 今はオミクロン株対応ですから、その後別の株
に対応するものが出るかもしれません。

塚田会長： ２回や３回打っていて、その後罹った人
は、免疫はどのくらいあるのですか？

秋葉先生： ３ヵ月から半年は罹らないと思います。半
年を過ぎると、新たな型で罹る可能性はあ

ります。

遠藤SAA： 唾液の抗原検査キットは、あまり出ないの
ですか？

秋葉先生： 説明書に準じてやっていただければと思
います。

以上、ご静聴ありがとうございました。

第２回 ゴルフレッスン会
　去る11月24日㈭、総和ゴルフ88にて、今回も大
木美幸プロによるゴルフレッスン会が行われま

した。皆さん着実に向上している模様です！

ロータリー情報 Vol.13
ロータリー情報委員会　間下　保　委員長

「衛星クラブ」
　衛星クラブは2013年の規定審議会で採択さ
れ、通常は新ロータリークラブ結成に必要な

創立会員数が20名に満たない場合に、８名以
上で結成ができるオプションとして導入され

ました。地元ロータリークラブがスポンサー

（親クラブ）となり、助言や支援を行います。衛

星クラブは地区内のクラブ数のカウントには

含まれず、会員は親クラブの会員として人数

がカウントされます。

　より少ない経済的負担でクラブを体験でき

る。国際ロータリーの人頭分担金の額は全会

員均一だが、クラブの会費はクラブの裁量で

低く設定できる。地区もまた、衛星クラブの地

区会費を低く設定できる。などのメリットが

あります。

　「既存のロータリークラブとは異なる環境

で社会奉仕できるチャンスを地域とロータリ

アンに提供する」とされています。日本では９

クラブと数少ない衛星クラブですが、古河に

も古河東クラブがスポンサーとなっている、

古河東ゆきはなロータリー衛星クラブがあり

ます。

◎ご意見、ご指摘は間下までお願いします。


