２０２０－２０２１ ＷＥＥＫＬＹ ＲＥＰＯＲＴ
例会日：毎週木曜日 18 時 30 分
事務局：関市西本郷通 5-2-53
会長

川村紳一

副会長

2020～2021 年度

例会場：関観光ホテル
TEL(0575)24-7332

西田健一

幹事

住所：岐阜県関市池尻 91-2

FAX(0575)23-5278

石原妙生

クラブ会報委員長

大藪太

関中央ロータリークラブ会長テーマ

「一人ひとりが輝く」
～会員同士の絆を大切に～

本日のプログラム 第 2020 回例会 2020 年 9 月 24 日（木）
池田 健司様 「ペンキ屋 ケンちゃんのマジックショー」
担当 会員基盤増強維持委員会

前例会の記録
会員卓話 尾崎

第 2019 回

テーマ

2020 年 9 月 17 日
（木）

将之君

「新型コロナウイルス感染症
職場と家庭での対策」

担

当 会長・幹事

通夜葬儀はコロナ感染対策の為、家族のみで執り行
いますのでご了承の程お願いします。誠に勝手なが
ら参列・香典は辞退申し上げますとの事でした。私
たち三役としては諸先輩方々にはいろんなご意見が
あると思いましたが、最終的にご家族の意向を尊重
して参列を取り止めました。先ほど三役にて、広瀬

＊ロータリーソング「我等の生業」斉唱

さんの自宅を訪問し、関中央ＲＣメンバー全員の思

＊会長あいさつ

川村 紳一会長

いを込めて焼香をさせて頂きました。挨拶のなかで

本日は尾崎 将之さんの会員卓

追悼例会を落ち着いた時期に開催させて頂く話しを

話です。現在、尾崎さんは新型コロ

させて頂きました。広瀬 恒行さんは、1977 年関中

ナウイルス感染対策の為、大変お忙

央ＲＣの発足当時の会員でありチャーターメンバー

しい中卓話を依頼しましたところ、

です。広瀬さんは 44 年の長きに渡り関中央ＲＣの礎

快く引き受けて頂き有難うございました。本日のテ

を築き上げた一人です。関中央ＲＣの役職はもちろ

ーマ「新型コロナウイルス感染症 職場と家庭での

んの事、1990 年から 10 年間、国際青少年交換委員会

対策」です。私たちには日常生活において大変参考

の地区役員を務められ、交換留学生の受入に尽力さ

になる話と思います、それぞれの家庭に持ち帰って

れてきました。又、2001～2002 年にはガバナー補佐

家族で新型コロナ対策について話されたらいかがで

も務められ、関中央ＲＣに多大な貢献をされました。

しょうか。

広瀬さんの追悼例会日が決まりましたら、準備等協

先日皆さんに訃報の連絡をしました。広瀬 恒行
さん（満 85 歳）が 9 月 10 日にご逝去されました。

力の程よろしくお願いします。
さて、昨日、安倍内閣が総辞職しました。7 年 8

ヵ月にわたる長期政権が幕を閉じました。安倍首相
は動画を投稿し、「残念ながら残された課題もある。

⑴健康状態のチェック 連日体温をチェックするこ
とで軽度の体温上昇でも察知することができます。

同時に国論を二分するような困難な課題に挑戦し、

⑵受診の目安 ４日間以上に渡り風邪症状が続くと

達成できたこと、実践できたことがある」と振り返

き、息苦しさがあるとき、持病があるときは、か

りました。
「国民の皆様とともにチャレンジすること

かりつけ医や最寄りの医療機関もしくは帰国者・

ができたことは、私の誇りとするところだ」と述べ

接触者相談センターに相談してください。

られました。さて皆さんは安倍政権をどう思われた

⑶発熱や風邪症状があるかた（新型コロナウイルス

のでしょうか。そして、菅官房長官が第 99 代首相に

感染症は除く）の復帰

選出されました。菅氏は新型コロナウイルス対策と

発症後に少なくとも 8 日が経過し、かつ症状が消

経済再生に最優先で取り組む方針と表明しました。

失して３日が経過しているとき。

新型コロナウイルスが早く終息し経済が好転するよ

事業所の清掃

う願うばかりです。そんな中でもＧoＴo キヤンペー

⑴環境清拭

ンは約 1.1 兆円の予算で宿泊の 35％補助及び宿泊地

消毒前には中性洗剤等を用いて表面の汚れをおと

域でお土産などに使える補助券 15％と両方合わせて

し、アルコール消毒液（60％～95％）もしくは次

50％お得な旅行です。皆さんは使われたことがあり

亜塩素酸ナトリウム（0.05％）を用います。トイ

ますか。私は 11 月に自治会の研修旅行で使わせてい

レの消毒については次亜塩素酸ナトリウム（0.1％）

ただきます。又 9 月からＧoＴo イートキャンペーン

を用います。消毒は拭き取り（清拭）を基本とし、

が約 770 億円の予算で始まりました。こちらも 25％

消毒剤の空間への噴霧は推奨されていません。不

お得なキャンペーンです。これは全部税金です。来

特定多数が触れるドアノブ、手すり、エレベータ

年 1 月までの期間ですから今から計画を立てて旅行

ーのボタンなどを定期的に消毒します。消毒に際

をしましょう。

してはマスク、手袋を着用して行います。

＊会員卓話 尾崎 将之君
テーマ

⑵感染者が発生した場合
保健所からの指示に従い職場の消毒を実施します。

「新型コロナウイルス感染症
職場と家庭での対策」
職場は多くの人々が長時間過ごす

職場全体での対策
⑴人と人との距離を保つ（ソーシャルディスタンシ
ング）

場所であり、感染症が拡大する場となりえます。そ

⑵３密の防止

のため新型コロナウイルス感染症収束には職場での

⑶作業場所の固定

効果的な対策が必要と考えられます。職場での対策

フリーアドレス（個人専用のデスクはなく、自由

をいくつかの項目に分けてお伝えしたいと思います。

に着席場所を選んで仕事をすること）を導入して

また、これら対策は家庭内での感染対策にも活かせ

いる事業所では、万一、感染者が発生した際には

るとおもいます。

接触者の把握が難しくなるためです。

個人レベルでの感染予防
⑴手指衛生とマスク着用

⑷接客時の注意点
換気を徹底する、大声で会話をしない、人と人と

手洗い、アルコール消毒液による手指衛生とマス

の距離をとるなどの対策を行う。手洗いもしくは

クの着用を励行します。

アルコール消毒液による手指 衛生を徹底します。

⑵重症化のリスクを避ける
とくに喫煙は重症化のリスクを上げるので禁煙を

感染者発生時
⑴保健所との連携

お勧めします。

保健所との連絡対応者となる担当者をあらかじめ

従業員の感染管理

決めておきます。感染者が在籍する部署のフロア

の見取り図（座席表）等を準備しておきます。

が入会した頃のお話をしてくださいました。皆さん

⑵医療機関との連携

誘われて入会されたそうで、
「入会当初は派閥があっ

⑶岐阜産業保健総合支援センターへの相談

て嫌だった」、「何も考えずに入会したが、お酒が飲

⑷宿泊施設または自宅での療養

めて楽しかった」、「先輩会員の方が優しく接してく

⑸感染者の復帰

れた」、
「他業種の方と話ができてためになった」等々

感染した従業員の職場復帰に関する以下の基本的

お話を聞かせていただきました。例会の要望として、

な考え方が厚生労働省から示されています（現時

喜久生さんから、例会で誰か指名して簡単な１、2

点では 6 月 12 日に発出されたものが最新です）。

分程度のスピーチをしてもらったらどうか、どんな

・主治医などからのアドバイスに従い、体調を確

些細なことでもいいので、もっと会員が話をする機

認しながら職場へ復帰をさせる。
・退院（自宅療養・宿泊療養の解除を含む）後の
PCR 検査の陽性が持続する場合がある。
・PCR 検査が陽性であることが「感染性がある」こ
とを意味するわけではない。
・感染力は発症数日前から発症直後が最も高いと
考えられている。

会を作ったらどうか、という提案がありました。楽
しい時間もあっという間に過ぎ、最後に古田さんか
ら、
「ローターリーは、言い方は悪いかもしれないが、
気分転換の場である。他業種の方達と親睦を深め、
その中で何か一ついいと思えるものを見つければい
いんだ」というお言葉をいただきお開きとなりまし
た。会員の年数が浅い私や北原さんにとって、先輩

・発症後 7 日間程度で感染性が急激に低下する。

会員の皆さんから色々なお話をきかせていただき、

・職場復帰時に医療機関に「陰性証明書や治癒証

大変有意義な時間となりました。

明書」の発行を求めてはならない。
⑹濃厚接触者への対応

＊出席委員会
会員数 32 名、本日の出席 20 名です。

保健所が実施する積極的疫学調査により、従業員

＊ニコボックス委員会

が濃厚接触者と判断された場合は、事業所の管轄

・会長・副会長・幹事

の保健所の指示に従い調査が行われ、感染防止の

広瀬会員のご冥福をお祈り致します。

措置を講じることになります。

本日卓話、会員の尾崎将之君、よろしくお願いし

濃厚接触者と判断されなかった従業員が、不安を

ます。

理由に検査を希望する場合には、検査が可能な医

・尾崎将之君

療機関で受けることができますが費用は自費とな

ごぶさたしております。本日はよろしくお願い致

ります。

します。

これから冬場になりインフルエンザの流行も心配さ

・前田仁夫君

れますが、これらの点に沿っていただくことで大き

40 年以上お世話になった広瀬恒行さんの死去に伴

な広がりは防げるのではないかと思います。

い心からのご冥福をお祈り申し上げます。

＊9 月度ＩＧＭ報告
レポーター

後藤 政之君

9 月 10 日 味のまごろくにて、

20 名のご投函ありがとうございました。
＊幹事報告
・公共イメージ向上マスクのご案内について

ＩＧＭが開催されました。出席者は

・ＧＴＭの御礼状拝受

石原妙生さん、山田文夫さん、喜久

＜次例会の案内＞

生明男さん、古田博文さん、山本義樹さん、田中静

第 2021 回 2020 年 10 月 1 日（木）

夫さん、北原慎さん、後藤政之の 8 名です。喜久生

卓

さんの進行で、食事やお酒をとりながら和気あいあ

テーマ 「日本での生活について」

いとした雰囲気で始まり、最初は先輩会員の皆さん

担

話 米山記念奨学生 李 凱欣様
当 米山記念奨学委員会

