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　皆様こんにちは。
春眠暁を覚えずとよ
く耳にしますが、あれ
ほど満開だった桜の

花もすっかり散ってしまい、西山公園はつつ
じの花が所狭しと 咲いています。季節の過ぎ
る日々は、とても早いものです。早朝、２度寝
３度寝してしまう過ごしやすい気候です。ゴー
ルデンウィークも間近だというのに、福井県内

ロータリーソング

卓話

会 長 の 時 間

テーマ

で最多となる38人の新型コロナウイルスの感染があり
ました。杉本知事は4月21日、県庁で臨時記者会見を
開き、大型連休を含めて「県をまたぐ移動は慎重に判
断してほしい」と県民にあらためて呼び掛けました。発
令中の特別警報を引き上げ期間は5月13日までの3週
間、県独自の緊急事態宣言を出しました。
　また、サンドーム福井では、24・25日にジャニーズの
大規模コンサートが開かれます。皆様、感染対策をしっ
かりして、お過ごしください。
　ところで、みなさま 食品ロスという言葉をご存じです
か。まだ食べられるのに、捨てられてしまう食べ物のこ
とを「食品ロス」といいます。食べ物を捨ててしまうのは
もったいないだけでなく、地球環境にも悪影響がありま
す。FAO（国際連合食糧農業機関）の報告書によると、
世界では食料生産量の3分の1に当たる約13億トンの
食料が毎年廃棄されています。日本でも１年間に約
612万トン（2017年度推計値）もの食料が捨てられて
おり、これは東京ドーム５杯分とほぼ同じ量。日本人１
人当たり、お茶碗１杯分のごはんの量が毎日捨てられ
ている計算になります。現在、地球上には約77億もの人
々が生活をしていますが、途上国を中心に８億人以上
（約９人に１人）が十分な量の食べ物を口にできず、栄
養不足で苦しんでいます。その一方で、先進国では余っ
た食料がまだ食べられるのに捨てられているのが現状
です。日本の食料自給率は先進国の中でも低く、多くの
食べ物を海外からの輸入に頼っています。しかしなが
ら、多くの食品ロスを生み出しているという状況は、社
会全体で解決していかなくてはならない課題の一つで
す。余った食べ物は、加工業者や流通業者、飲食店、家
庭などからごみとして出されます。これらは処理工場に
運ばれ、可燃ごみとして処分されますが、水分を含む食
品は、運搬や焼却の際に二酸化炭素（CO2）を排出。ま
た、焼却後の灰の埋め立ても環境負荷につながります。
　江戸時代の都市は、徹底的なリサイクル社会だった

ようです。紙屑や古着はもちろん髪の毛ですら再利用
されていました。「食」や「農」に関しても、生ゴミはおろ
か人間の排泄物までもが有機肥料として近郊の田畑
で利用され、そこで作られた農作物が食料として人々
の暮らしを支えていた。まさに「食の循環」が理想的に
機能していたエコ社会だったといえるのです。また、古
くなったり壊れたものは修理して再生し、現代ではゴミ
として処分されるものも、立派な資源としてとことん回
収し再利用しておりました。灰になっても様々な用途に
利用されていたのです。
　再生したり 回収する 職人や業者も沢山存在し、江
戸時代のまちはゴミの殆どない綺麗なまちとして外国
から賞賛されていたそうです。
　現代の社会も、最近は使い捨て時代からの脱却に力
を注ぐようになりましたが、江戸時代のような徹底した
リサイクル社会に戻ることは不可能だと思います。しか
し、江戸時代の工夫を少しでも見倣うことは、とても大
切なことであると考えるものであります。
　現在、福井県の各市で、ごみ処理施設の整備が進め
られています。建設費用に何百億の税金が見込まれて
います。もっとゴミを減らせれば規模の小さい施設で足
りることになり、整備費を大幅に縮減することも可能に
なる訳であります。
　1992年規定審議会で「ＲＩは、加盟クラブに対して
必要最低限の生活条件を高め、地球が人類に好ましい
場所として生き残ることができるようにし、さらに社会
奉仕及び世界社会奉仕プロジェクトにおいて環境保全
及び改善に重点を置くことを、奨励しています。
さらに、ＲＩは、環境保全を目指すことが、ロータリアン
ひとりひとりの責務である」と決議しています。
　今、コロナ禍のなか　身近にロータリアンとしてでき
ることは、ゴミを減らす努力を職場や家庭で実行するこ
とではないでしょうか。
　ご清聴ありがとうございます。

テーマ

注：4/30・5/7の例会は休会です

「私のコロナ禍の1年」
未　定

未　定
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次女が明日結婚式を挙げます。1年延期した式ですが、なんとか無事に終わってほしいものです。馬場会員の卓話を楽しみに

お世話になります　

馬場先生の卓話を楽しみに

　〃

　〃

　〃

健康診断をしていただき

　〃

幕のうち弁当の注文に感謝して・・当社も毎日コロナ対策に追われています。早く収束しますように

早退させていただきます

馬 場    一 彦    会員

幹　事　報　告
瀧ヶ花　秀晃　幹事
・4月30日(第5例会)は、定款第8条第1節により休会と
させていただきます。
・急で申し訳ありませんが、例会終了後臨時理事会を
開催いたします。今後の休会について話し合いたいと

思いますので、理事・役員の皆さんは、お集まりくださいますようよろしくお願
いします。

梅田　吉臣　プログラム委員長
　私は、馬場先生とは月に2回はお顔を合わせて
います。本日は、例会へはお久しぶりに出て来てい
ただきありがとうございます。本日は、馬場先生に
「私のコロナ禍の1年」について卓話をしていただ

くことになりました。どうぞよろしくお願いします。
卓話者　馬場　一彦　会員
テーマ　「私のコロナ禍の1年」
　今日の卓話は、コロナ禍の1年間について話し
てみたいと思います。私の目線での話ですので正
確でない点もあると思いますが、その点をふまえ

てお聞きください。
1）原因不明ウイルスから緊急事態宣言まで
　2019年12月31日に、中国武漢市で原因不明肺炎の発生がネットに報
じられていました。2019年12月の段階では、サージカルマスクは50枚
350円の安売りキャンペーンをしていました。2020年1月にWHOから、中
国の原因ウイルスは新しいコロナウイルスであるとの情報が出ています。
タイで武漢旅行歴の感染者がでて中国外では第1例目となっています。
日本では、1月16日に国内1例目が神奈川県で武漢旅行歴のある感染者
がでています。感染拡大が始まる1月下旬には、マスクは値上がり品薄状
態、アルコールは1カ月1回しか入ってきませんでした。2月に入ると、国内
初の死亡例が出ており、感染者は全国で約250例出ていました。そのころ
横浜には、感染者を乗せたダイヤモンド・プリンセス号が停泊し、船内隔
離がおこなわれ、乗り込んだお医者さんや看護師さんが感染する事態と
なりました。3月には福井県で1例目の感染者が見つかり、片町にクラスタ
ーが発生しました。このころから趣味のゴルフは禁止になり、6月まで行き
ませんでした。発熱患者さんの診察は感染防御のため駐車場ですること
になり、車の窓だけ開け話を聞き、薬を出す、熱が続くなら保健所に連絡
するようにと指示をしていました。緊急事態宣言が発出され、医療機関で
感染すると噂になり、3密の回避が言われ、人の流れを8割減に、テレワー
クの導入等が提言されました。当院ではカゼ症状で来院する方が例年の
1/3以下に、マスク、消毒に、外出、会食を控えることでこれほどに減少す
ることにびっくりさせられました。

2）緊急事態宣言が解除後
　6月には小康状態になっていましたが、7月下旬から新宿区夜の接待を
伴う飲食店でクラスター発生、その後全国に拡大していきました。8月の
ある日39℃の発熱の男性から診察の依頼があり、駐車場で診察をしまし
た。この方は県外の会社から鯖江に派遣されていましたがお盆で実家に
帰省後、金沢で会食を兼ねて仕事の打ち合わせをしていました。来院時
高熱のためかだるさがあり、薬を出して帰ってもらいました。2日後の日曜
日、ゴルフに出かけていました。ラウンド中にその患者さんから携帯に、金沢
で会合に出ていた一人がコロナウイルスに感染したので、昨日PCR検査で陽
性となり、保健所から医師に連絡をするように言わ
れたとのことでした。この時点で濃厚接触者の可能
性ありとレッテルを張られました。ゴルフは集中でき
ない状態になったところに、保健所から連絡が入り、
診察時の状況について質問され濃厚接触者には当
たらないがPCR検査を勧められ、帰宅後PCR検査のキットを取りに保健所へ、
翌日検体を採取、結果は1日後保健所から連絡がありウイルスは検出されま
せんでした。検査結果が判明するまで陽性になった時のことを色々考え心配
でした。
3）インフルエンザ感染時期に備えて
　11月には冬にインフルエンザの流行と重なる可能性があるため、国の主
導でインフルエンザ流行期における発熱外来を午後1～2時まで設置するこ
とになり、PCR検査は防護服を着ておこないました。PCR検査は1カ月に数回
行いましたが、全て陰性でした。例年は1月から3月ではインフルエンザが流
行しますが、今年は一人もいませんでした。福井県内の感染症情報では今シ
ーズン1人と記憶しています。マスク、手洗い、3密回避の効果でしょうか。
4) 変異株の感染拡大、ワクチン接種
　今年4月からは関西を中心に変異株の感染が拡大、福井県も感染が多くな
り県独自の緊急事態宣言が発出される状態になっています。ワクチン接種が
感染拡大防止の鍵になるのは間違いないと思いますが、鯖江市の場合、接種
が本格的に始まるのは5月下旬からになるようですが、順調に進むかはわか
りません。人口の80％の人が接種すると感染は抑えられるといわれていま
す。是非接種していただき自分の身を守ってください。コロナ感染が鎮静する
ことを願って終わります。

　　

「私のコロナ禍の1年」

馬場医院による健康診断：（写真は都合により前回の様子）


