
 

 

第 1069 回例会 2020 年 10 月 20 日 

委員長 飯島 伴典君  
今日は新型コロナウイルス

感染予防のため、上田薬剤師

会で動いている 2 つのプロジ

ェクトの 1 つを紹介します。それは新型コロナの

研修会で、自治会や民生委員さんなどに 50 回ほ

どの研修会を予定しています。実は今日夕方 7 時

から、市長を中心に市役所の皆さん対象に行う研

修会が第 1 回で、今はそのリハーサルみたいなも

ので、ちょっと緊張しています。もう 1 つのプロ

ジェクトは、感染した方との接触がわかる COCOA

アプリの普及活動です。 

新型コロナは 2 類相当の指定感染症ですが、他

にエボラ出血熱(1 類)、SARS(2 類)などが有名で

す。患者数や所在などを全て把握することが義務

付けられています。そろそろ見直して、5 類に近

い扱いにしてはどうかという議論が始まっていま

す。でもまだ実態も特効薬もわかっていません。

過度な警戒もいけませんが、慎重論もあります。 

感染経路は飛沫と接触です。くしゃみや咳で飛

沫が飛び、それが付着したものから飲食などで体

に入るのが接触感染です。感染から 1-14 日で発

症するとされていて、5 日が多い。発症直後の感

染力が最も強くて、発症の 2-3 日前から発症後 8

日ぐらいまで感染力があるとされています。無症

状者からも感染しますが、感染力があるのは感染

者の 5 人に 1 人と言われています。 

発症して 1 週間ぐらい風邪の症状が続きます。

治らないと口から喉、気管支、肺と症状が広がっ

て重症化します。重くなると経験したことのない

強いだるさを感じることもあるようです。咳が中

心で、喉の痛みやくしゃみは少ないようです。 

上田では今は最短 4 時間で PCR 検査の結果がわ

かるようになりました。PCR と抗原、抗体検査を

組み合わせて実施しています。 

次亜塩素酸ナトリウムは人体に侵襲がありま

す。次亜塩素酸水は霧吹きだけではなくひたひた

に浸さないと効果がありません。テーブルを拭く

にはびちゃびちゃにして放置してから拭き取る必

要があります。段ボールは、私は前は宅配便も屋

外でしばらく放置していましたが、1 日程度で大

丈夫なようです。空間は消毒より換気が効果的で

す。教室程度なら 5 分でほぼ入れ替わります。 

ウイルス対策については、医者や薬局に相談し

てください。そしてシトラスリボン運動がいらな

くなるように、思いやりを持って行動しましょう。

ありがとうございました。 

 

 

 

25 周年に向けてと身近な話題 
中澤 信敏君 

先週の理事会で決定した内容に

ついてご報告がございます。来年

の当クラブ25周年記念事業のこと

です。先週の理事会にて 25 周年記念事業を行う

ことが、満場一致で決まりました。記念事業の実

行委員長には、柄澤堯さんを推薦させていただき、

同理事会でこちらも承認されました。推薦人は、

当クラブの 20 周年以降の会長経験者と今年と次

期の幹事の計 7 名です。今後は柄澤実行委員長と、

山崎芳雄会長エレクトとで実行委員会の体制づく

りを進め、その後に企画内容を決めていくことに

なろうと思います。 

周年事業はクラブの節目であり、メンバー全員

で一つの目的に向かい会い、クラブの活性化がで

きるとても良い機会です。メンバー間の親睦をさ

らに深めながらこの機会を楽しみ、無事成し遂げ

られるようよう順次動向をお知らせさせていただ

きますので、ご協力を賜りますようお願いします。 

さて、今日のお話は今週私の周りでニュースに

なったことがいくつかありましたのでそのご紹介

をさせていただきます。 

会 ⾧ 挨 拶 

委員会卓話 職業奉仕委員会 委員会卓話 職業奉仕委員
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まず、今朝の信毎です。斉藤惠理子さんの袋町

のお店に阿部知事と土屋市長が訪れ、企業などの

自粛で繁華街やそこで働く方々の働く場所が無く

なる。企業に働きかけてほしいとお話しされてい

ました。斉藤さんの業種はコロナ禍で大変な状況

だと思いますが、お店でのコロナ対策の取り組み

も十分にしているため、そろそろストレスを発散

させる場所が欲しい方は、是非いかがでしょうか。

現状、営業は予約されている方を中心に週末だけ

お店を開いているようなので、ご一報されてから

うかがうことをお勧めいたします。次も斉藤さん

のお話です。市の広報 10 月号の裏表紙に、斉藤惠

理子さんの NPO 法人の活動が紹介されていました。

我々もシトラスリボンの活動でご協力させていた

だいています NPO の紹介でした。常に上田の様々

な課題に取り組んでおられ、本当に頭が下がりま

す。引き続き、シトラスリボンの活動を社会奉仕

事業として協力していきたいと思います。 

次のニュースは、上田西高野球部が石川県一位

の名門星稜高校に北信越大会で勝ちましたね。残

念ながら優勝はできませんでしたが、見事準優勝

でした。実は私は野球のことは詳しくないのです

が、娘が西高に通っており、同級生が何人も活躍

しており、対星稜戦で 2 つのホームランを打った

飛鳥井くんもその一人でした。娘は西高へ入学す

る時に、野球やサッカーで全国大会の応援へ行け

ると楽しみにしていたのですが、このコロナ禍で

現地へ行って応援をすることができなく残念です。

ちなみに今回の成績で春の選抜に選ばれるかもし

れない話があり、無事コロナが落ち着いて応援に

行けることを願います。 

次のニュースです。先週金曜日に、バーチャル

修学旅行のニュースはご覧になりましたでしょう

か？ こちらはうちの息子の話で、依田窪南部中学

3 年生のニュースでした。コロナ禍で修学旅行に

行けないので、スマホを使って京都・奈良を勉強

するのだそうです。全国初の取り組みだそうで、

メディアがたくさん来ていたようです。京都・奈

良の修学旅行先の見どころを 2 時間にまとめて紹

介した映像を見たそうです。また、清水焼の湯飲

みの絵付けを学校でやっていました。これを京都

へ送ってまた戻ってくるそうです。それと、自宅

には京都のお土産のカタログが届いていました。 

今後息子の学校は県内で日帰りの修学旅行を

検討していると聞いています。西高に通う娘も同

様にホームステイと海外の修学旅行がいけなくな

っていて、県内の修学旅行に変わるようです。 

彼らは「行けるだけでも良い」と気持ちを切り

替えていますが、この世代は今しかできないこと

がコロナ禍でできなくなっています。とても不憫

でなりません。コロナが落ち着いた時に何かして

あげたいなと親心として思うところです。 

 吉田  穣君 
１．RI より 
 ・『End Polio Now』リソースのご案内 
２.米山奨学会より 
 ・ハイライトよねやま 247 号 
３. 上田東急 REI ホテルより 
 ・消防点検のお知らせ 
４. 理事会より 
全会員配布物 
・当クラブ会報 第 1068 号 

               渡邉 章貴君 

 ベース 欠席 メイク 出 席 率 
本 日  25 2 0 92.00％ 
前々回 26 4 2 92.31％ 
柄澤 堯君  100 周年記念切手シートありがとう

ございました。 

生川秀樹君  先日初めて GOTO トラベルを使って

ホテルに宿泊しました。トラブルで

地域共通クーポンは利用できません

でした。 

斉藤惠理子君 昨日、知事が視察をしてくださいま

した。経済が少しでも回るように願

います。  

肥田野秀知君 北村 久文君 小嶋 修一君 
松澤 一志君 宮原 宏一君 水野 泰雄君 
中澤 信敏君 西澤 尚夫君 西澤 文登君 
杉山  裕君 田中 栄一君 山崎 芳雄君 
吉田  穣君 清水 一典君 飯島 伴典君 
合原 亮一君 湯原  剛君 齊藤  仁君 
 
ニコニコ BOX 喜投額 10/20 例会 22,000 円 

今年度累計 250,002 円 目標達成率 27.78% 

□司  会  杉山  裕君 

□開会点鐘  中澤 信敏君 
□R ソング  『4 つのテスト』テープ 

   
□表  彰  米山寄付 西澤尚夫君 

11 月 3 日 祝日につき休会 

11月10日 

(理事会) 

慶祝・ロータリー友紹介 

委員会卓話 国際奉仕 生川秀樹君 

11月17日 会長エレクトの日   山崎芳雄君 

11月24日 委員会卓話 R 財団   清水一典君 

幹 事 報 告 

出席・ニコニコ BOX 報告 

例 会 日 誌 

11 月 例 会 予 定 




