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新型コロナウイルス感染拡大
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清水 康弘 会長
鯖江ロータリークラブ会員の皆様、お久し
ぶりです。
コロナウィルスの影響で会合を持て
ない現在、ＲＣをどう運営したらいいのか、
ま
た何時になったら再開できるのか皆目見当が
付きません。他ＲＣの様子を見ても皆休会となっております。他ＲＣ
では会員が感染しているところがありますが、幸い当ＲＣでは私の
狭い情報網では会員も企業も感染者が出たとは聞いておりません。
それがせめてもの慰みかと考えております。
今回この会報を出すに当たり私の話だけではしょうがないので馬
場会員に無理をお願いして卓話代わりの寄稿をお願いしました。
この後は会員皆様や会員企業の近況をお知らせ願いたく、
メール
又はＦＡＸにて事務局までお送りいただきたいと思います。
それに
よって随時会報を作成していきたいと思いますので、皆様のご協力
をお願いいたします。
私がやっているタクシー業界は悲惨を極めております。会社関係
の出張がない、会合がない、お酒を飲みに出ない、病院にも行きたく
ない、
といった感じでタクシーの売り上げは昨年の４割以下だと思
われます。
その為 同業の相馬タクシーは今月いっぱいでの廃業を
決めました。
また、先日私の叔父が亡くなったのですが、最近の葬儀に倣って
お通夜も廻り焼香、葬儀は近親者のみで、
といった形で執り行いまし
た。
お通夜の際、近い親戚の何人かは椅子に座っていた方がお通夜
らしくて良いのかな、
と思っていたら医者をしている弟に言われまし
た。
「お参りに来ていただいた人に三密の恐怖を感じさせてはいけ
ないのだ。
だから祭壇の前は開けておかないといけない。
」なるほど
そういう風に考えないといけないのかと気付かされました。
コロナが仮に収束したとしても、今までの行動や考え方は一変す
るものと思われます。
その為にも情報交換の場が必要です。一日も早
く皆様と情報交換できる日が来ることを祈ります。
2020-2021年度

長
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酒井 雅憲 幹事
コロナ感染拡大により、4月の例会を休止と
させていただきました。
皆様におかれましては、いかがお過ごしでし
ょうか。
福井での感染拡大には驚きの一言です。
ここにきて企業の廃業、民
事再生なども、現実味を帯びてまいりました。
この状況下、5月以降の開会も非常に厳しく、長期化覚悟の状況に
なってまいりました。
そこで、長引く休会の間、地区、県下他ロータリー、会員皆様の近況
などを載せた臨時会報を発行したいと思っております。
今回の会報におきましては、馬場会員にお願いし
「コロナ感染」に
ついてのお話を掲載させていただきました。
次回以降は、会員の皆様からいただいた近況報告などを、順次会
報で発表させていただく予定ですので宜しくお願いいたします。
今、我々のすべきことは、
「感染しないこと」
でございます。手洗い・
うがい・マスク着用、不要不急の外出自粛、三密を避ける、など会員様
ご家庭、事業所などにおいての徹底をお願いしたいと思います。
地区ガバナーも、
「今できる唯一の事は、
自らがウイルスに感染せ
ず、人に感染させないことに最大限注意しながら、我らが生業を守る
ことではないでしょうか。
このことが今できる最大の職業奉仕であり、
社会奉仕であると考えます。
」
とおっしゃっています。
皆様、何か活動できないか、
という気持ちでいっぱいだと思います
が、何卒ご理解の程よろしくお願いいたします。
近々、会合・会議の自粛を徹底するため、ｗｅｂ会議などについて
のアンケートを取らせていただきます。
最後になりますが、皆様におかれましては、
コロナ収束、例会再開
に向け健康維持に努めていただきますよう、宜しくお願い申し上げま
す。
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「新型コロナウイルス感染が拡大して」

テーマ

鯖江ロータリークラブの皆様いかがお

ルスの増殖を防ぐ効果があるのではとされています。

過ごしでしょうか。新型コロナウイルスの感 また、エボラ出血熱の治療薬「レムデシビル」の治験が始
染拡大で、福井県も3月初めには感染者０ まり、日本から9人を含む国内外で53人に投与され、63％
人でしたが、3月17日から感染者が急増し

に効果があったようです。また、BCGワクチンの効果があ

ています。 片町を中心にしたクラスター（ るといわれていますが、BCGを接種している国では死亡率
集団感染）が感染拡大の一因になっている様に思います。医療 が低いことに注目をした報告がでています。

感染流行は1月から2月中旬までは輸入症例、感染経路
が分かる状態でしたが、2月中旬から3月半ばにかけてク
まいます。今はインフルエンザの方はほとんどいませんが、熱が ラスター
高いとインフルエンザ検査を希望されますが、鼻腔からの検査 （集団感染）を中心にした感染源の分かる状態でした。3月
は危険を伴うため、テレビで見られるような防護服を着て検査
中旬からは欧米からの輸入された感染者が増えてきまし
する必要があり当院では２カ月ほど咽頭の診察は控えています た。3月後半からは感染者が急激に増えていますが、感染
。先ずは防護服を準備していません。今年はインフルエンザ感
源の分からない方が増えてきています。
染がここ１０年で２番目に少ないシーズンとなっています。もし
全国統計で感染者の性・年齢分布をみると男性が60％
、インフルエンザが流行っていたところに新型コロナが入ってき を占め、0-19歳3.5％、20-39歳33.4％、40-59歳34.4
たら、パニックになっていたのではないでしょうか。
％、60歳以上28.7％です。福井県（4月16日現在）では男
その状態では、私は風邪の診察はしていなかったと思います。 性が64％で、0-19歳2.9％、20-39歳13.6％、40-59歳
外来の医療崩壊が起こったと思います。福井県では4月19日ま 47.6％（50-59歳男性24.2％、女性10.7％）60歳以上
で不要不急の外出自粛要請が発出されましたが、14日には福
35.6％（60-69歳男性13.6％）でした。50-59歳男性と
井県緊急事態宣言となり、5月6日まで自粛要請が伸びました。 60-69歳男性で37.6％と感染者の1/3以上を占め、若者
このころになると状態が改善すると期待したいと思います。
より壮年男子が活発に夜の街で活動をしている結果でし
新型コロナウイルスの治療については、確立したものはあり ょうか。
ません。今は、個人の体力と免疫力による自然治癒力を引き出
感染防止策については県、市の広報、マスコミ報道でさ
すための対症療法がおこなわれていると想像します。日本で開 れています。不要不急の外出自粛、3密（密閉空間、密接場
発された「アビガン」が注目されていますが、新型インフルエン 面、密集場所）を避け、感染しないように努めていきましょ
ザの切り札として準備されていましたが、新型コロナウイ う。
に従事しているものとして毎日患者さんと対面して診察を行っ

ていますが、発熱、咽頭痛、咳等の方を診るときには身構えてし
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詳細
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福井あじさいロータリークラブ

5/1 休会

定款第8条第1節により休会

福井ロータリークラブ

5/21 休会

定款第8条第1節(C)

三国ロータリークラブ

5/1 休会

定款第8条第1節Cにより

福井水仙ロータリークラブ

5/21 休会

新型コロナウイルス感染拡大防止のため休会

福井フェニックスロータリークラブ

5/5 休会

定款第8条第1節（C）より例会休会 (祝日のため)

敦賀西ロータリークラブ

5/21 休会

定款第8条第1節Cにより

福井北ロータリークラブ

5/6 休会

定款第８条第１節（Ｃ）につき休会いたします。

福井ロータリークラブ

5/28 休会

定款第8条第1節(C)

敦賀ロータリークラブ

5/6 休会

祝日のため

福井ロータリークラブ

5/7 休会

定款第8条第1節(C)

福井水仙ロータリークラブ

5/7 休会

細則 第６条 第２節

敦賀西ロータリークラブ

5/7 休会

定款第8条第1節Cにより

福井ロータリークラブ

6/4 例会案内 定款第8条第1節（C）より例会休会

福井あじさいロータリークラブ

5/8 休会

定款第8条第1節により休会

福井ロータリークラブ

6/11 休会

定款第8条第1節(C)

三国ロータリークラブ

5/8 休会

定款第8条第1節Cにより

福井水仙ロータリークラブ

6/11 休会

細則 第６条 第２節

福井ロータリークラブ

5/14 休会

定款第8条第1節(C)

福井フェニックスロータリークラブ

6/16 休会

定款第8条第1節（C）より例会休会ビジター受付はございません。

福井水仙ロータリークラブ

5/14 休会

新型コロナウイルス感染拡大防止のため休会

福井ロータリークラブ

5/18 休会

定款第8条第1節（C）より例会休会

敦賀西ロータリークラブ

5/14 休会

定款第8条第1節Cにより

福井ロータリークラブ

6/25 休会

定款第8条第1節(C)

三国ロータリークラブ

5/15 休会

定款第8条第1節Cにより

福井あじさいロータリークラブ

6/26 内容変更

12時～12時30分までホテルリバージュあけぼのフロントにて行います

福井フェニックスロータリークラブ

5/19 休会

定款第8条第1節（C）より例会休会

福井フェニックスロータリークラブ

6/30 休会

定款第8条第1節(C)より例会休会ビジター受付はございません。

福井 例会情報
クラブ

2020年06月

内容/目的

詳細

