
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新型コロナウイルス感染症の話  

    杉山クリニック院長  杉山 裕君 

新型コロナ

ウイルス感染

症は、２０１９

年１２月に発

生してから短

期間で全世界

にひろがりま

した。２０２０年４月６日現在で感染者は約１３

３万人、日本での感染者は４１０３人でまだまだ

感染拡大は止まらない状況です。新型コロナウイ

ルス感染症に関しては不明の点が多く治療法も確

立していません。この状況で私たちはどのような

点に注意して過ごせば良いのでしょうか。今わか

っていることをまとめたいと思います。新型コロ

ナウイルス感染症はのどの痛み、咳、痰など風邪

症状で始まりますが、一部の人達は高熱、呼吸困

難などが出現し肺炎に進展します。問題はほとん

ど症状が出ない病原体保有者がいて、本人が気づ

かないうちに感染を広げていることです。特に小

規模な患者の集団(クラスター)が発生するとそこ

から次の集団の発生が心配されます。クラスター

の発生防止のため①換気の悪い密閉空間、②多く

の人が密集、③近距離での会話や発生をする密接

という「３つの密」の条件が重なる活動を最小限

にすることが求められています。また感染はウイ

ルスのついた手で顔をさわることによる接触感染

が多いと言われているのでよく手を洗うこととで

きるだけ自分の手で顔を触らないことが個人とし

てできることかなと考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手塚治虫さんの世界  
－4 月 7 日は鉄腕アトムの誕生日－ 

 

 

         会長 宮澤 広一君 
  2 週間ぶりの例会なので、この 2 週間の出来

事を会長挨拶にしようかと思ったのですが、新型

コロナウイルスや、志村けんさんの死や、感染者

の激増など、暗い話題が多くを締めているので、

なんとか明るい話題がないものかと探してみまし

た。 
 今日、4 月 7 日は何の日でしょうか？ 先ほど
慶祝にあった方々への御祝い？世界保健デー？ 

今日 4 月 7 日は、皆さんご存じの鉄腕アトムの
誕生日です。1952 年の 4 月 7 日にマンガ鉄腕アト
ムの連載が始まったそうです。物語は 2003 年が
舞台となっていて、2003 年の 4 月 7 日がマンガの
中の鉄腕アトムの誕生日だそうです。手塚治虫さ
んが原作者なのですが、1952 年に 50 年後の世の
中を想像してあのマンガを描いています。我々凡
人には 50 年後の世の中を想像する事はとても難
しいのですが、手塚治虫さんは素晴らしいと思い
ます。そんな手塚治虫さんはアトムに 7 つの威力
を授けています。 

1. 60 か国語を話せる人工声帯。 
2. 聴力は 1 千倍 

3. 涙も出るサーチライトの目（涙の成分は
食塩水らしい。体内に食塩水を貯蔵して
いるわけではなく、周囲の空気中の水分
を除湿機と同じ原理で収集し利用してい
るが、あたりが水浸しになるほど大量の
涙を出す描写もある）。 
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4. 10 万馬力の原子力モーター。「地上最大
のロボットの巻」では天馬博士により
100 万馬力に改造されている（「アトム大
使」の初出版では、五百万ダインと表記
されていた）。 

5. 足のジェットエンジン。最大マッハ 5
（マッハ 10 とも）で空を飛ぶ。宇宙空
間ではロケットに切り替わり最大マッハ
20 で飛ぶ。 

6. 鼻がアンテナ。鼻が伸びて送信アンテナ
に。 

7. 善悪を見分けられる電子頭脳。電子頭脳
の記憶装置の記憶容量は 15 兆 8000 億ビ
ット（バイト換算で 1 兆 9750 億 byte。
これをギガバイトにして 1975GB、更にこ
れをテラバイトにしながら四捨五入する
と約 2TB）。後に「よい人とわるい人の見
分けがつく」に変更され、電子頭脳も頭
部から胴体へ変更された。 

手塚治虫さんの祖先は上田の須川の出身だという
説がありますので、我々にもその才能が残ってい
るかもしれません。 

最後に、皆様に報告があります。残念な報告な
のですが、昨今のコロナの問題により、いくつか
の事業を中止にすることとしました。 
・東信第二グループの合同ゴルフコンペの中止 
・東信第二グループロータリーデーの中止 
・桐生赤城 RC との交流会の中止 

 

 
幹事  
北村 久文君 

１． RI より 

・2020 年 4 月ロータリーレート 1＄=108 円 

・『母子の健康月間』リソースのご案内 

・財団室ニュース 4 月号 

・オンラインミーティングのご紹介 

・日本事務局 在宅勤務のお知らせ 

２． 米山奨学会より 

・2 月の寄付金傾向 

・事務職員在宅勤務のお知らせ 

３． ロータリーの友事務所より 

・新型コロナウィルスに関する友事務所対応の件 

・・5 月号発行中止、5・6 合併号とする 

４． ＵＣＶより 

・桜ライブカメラのご案内 

５． 日本ユネスコ協会連盟より 

・書き損じはがき送付の御礼 

６. AMU より 

  ・合同部会のお知らせ 

恵送 

１．上田 RC 様・・60 周年記念誌   

２. RYLA 実行委員会・・第 31 回 RYLA 報告書 

全会員配布物 

１. 当クラブ会報 1056 号 

２．ロータリーの友 ４月号 

３. 6 クラブゴルフコンペ中止のご案内 

４. 月信 4 月号 

 

 
          吉田  穣君 

 ベース 欠席 メイク 出 席 率 
本 日  26 7 0 70.37％ 
前々回 25 2 1 96.00％ 
飯島俊勝君  本日の早朝例会変更をありがとう

ございました。隣のこども園との

関係で無理をお願いしました。桜

は満開です。花見にはどうぞ 

北村久文君 杉山先生お願いいたします。 

田中栄一君 コロナで連休はゼロです。 

西澤文登君 桜が満開です！いつものように浮か

れた気分にはなれません。花に罪

はありませんが・・ 

齊藤 仁君 桜がとてもきれいですね。マスク無

しで出かけたいですネ！ 

 

肥田野秀知君 笠原 一洋君 柄澤  堯君 
宮原 宏一君 宮澤 広一君 松澤 一志君 
杉山  裕君 清水 一典君 横沢  正君 
吉田  穣君   
ニコニコ BOX 喜投額 4/7 例会 22,000 円 

今年度累計 716,002 円 目標達成率 79.5% 

 

 
□司  会    渡邉 章貴君 
□開会点鐘    宮澤 広一君 
□斉  唱  なし 
□表  彰 

 

 

 

 

RLI 卒業     R 財団寄付表彰 

吉田  穣君    宮澤 広一君 

□慶  祝 
 誕生日祝   
  生川秀樹君(7 日) 松澤一志君(10 日) 
 結婚記念日祝 
  齊藤 仁君(18 日) 横沢 正君(25 日) 
  山田 豊君(26 日) 飯島伴典君(27 日) 
 
         急告 
新型コロナウィルス感染症予防のため 

4/14 より 5/12 まで例会は休止となります。 


