
次回の例会

シェカール・メータ 馬場 益弘

《 2021-2022年度   R.I. テーマ 》 クラブテーマ：ロータリーの原点を思い出そう。
 そして人生を語り合い、愛を語り合い、経済を語り合おう。

地区スローガン：活力と輝き
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寄付金の状況
 8月 5日分 累　計 目   標 

ニコニコ箱 83,000円 476,000円 3,000,000円
米山奨学金 6,000円 612,000円 2,492,000円
ロータリー財団 22,000円 1,061,600円 3,233,600円

ありがとうございました。

　先週は馬場ガバナー御一行様をお迎えしての公式訪問例会でございました。
　ガバナー様には、格式と伝統のある我々の活気を感じて頂けたものと思います。我々メンバーのひとりひ
とりが人生の道場としてこの例会を楽しみ奉仕と学びの場としている姿をお見せできたのではないでしょう
か。

　今日は名言集４７番、オバマアドレスの言葉を学びましょう。
　意外と事の真実は、簡単、明瞭なのかもしれません。複雑に思えたり、見えたりする間は真実から遠いのかも知れません。
矛盾に満ちているものも、生きる力、いのちという観点から見るとすっきりしたものではないでしょうか。
　世尊、老荘、ヒンズー教の教えから見えてくるもの、それはすっきりしたものであります。
　力も要る、努力も要る。静かなパワーの中に大きな解決力があるのです。
　オバマ元大統領は言っています。
　我々の挑戦、その手段は新しいかも知れません。しかし、我々を成功に導いてくれた次の価値観は古いものです。
正直、勤勉、勇気、フェアープレイ、寛容、好奇心、忠誠心、愛国心。
　これらは、古い価値観で決して新しいものではありません。これ真実なのです。これらには静かなる力があります。それに
よって我々の歴史が成功に導かれてきたのです。
　ここにおられる皆様も、ロータリークラブの会員であることに誇りを持ってご自分の職業に自信を持って、勇気と勤勉さを
持って日々精進して参りましょう。そうして、地域、国に貢献すれば必ずご自分自身、経営する会社が社員と共に幸せになっ
ていく筈です。
　この福井ロータリークラブを人生の道場として頑張って参りましょう。

■ 9月  9日(木)  
  休　会
■ 9月16日(木)  
  zoomによるオンラインでの
    例会を企画中
■ 9月23日(木) 
   休　会(秋分の日)
■ 9月30日(木) 
  zoomによるオンラインでの
    例会を企画中

 米山奨学金授与 (ヴー ティー ハーさん )
 栄誉行事
 皆出席御祝 /  清水 正一 (11 年 )、清水 則明 (7 年 )、清川 卓二 (4 年 )、
  山野井 秀一 (2 年 )
 在籍御祝 /  玉木　洋 (35 年 )、吉岡 正巳 (35 年 )
 誕生日御祝 /  木瀬 雅博、清水 正一、村田 長隆、北島　恬、藤井 健夫、
  加藤 幹夫、登谷 大修、髙木 義秀、清水 盛伸、奥村 隆司、
  吉田 清二、伊藤 仁一郎、渡辺 和男、市橋 加奈子、尾崎 隆伸
 配偶者誕生日御祝 /  清水 則明、林　洋三、平野 洋一、村上 与司和、萬谷 宏治、
  菅原 将高、角谷 恒彦、江守 康昌、浅井 正勝、小野田 亮
 結婚記念日御祝 /  櫻田 貴美子、白江 文夫、加藤 有司、中山 浩成、中島 良成、
  江守 康昌、加藤 幹夫、石丸 敦士

今後の予定
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会長挨拶

本日の例会は休会です
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岩井先生、卓話ありがとうございました。 ( 山内鴻之祐 )
馬場益弘ガバナー御一行様、公式訪問にようこそ福井へ。
 ( 油谷啓司 )
わずかでも世界の役に立ちますように。 ( 出雲路康照 )
福井県済生会病院 岩井先生、本日の卓話ありがとうございま
す。勉強になります。 ( 伊藤仁一郎 )
暑い毎日ですが、どうやら元気にやっています。 ( 宮﨑茂和 )
本日もたくさんのご寄付ありがとうございました。 ( 村田長隆 )
浅井正勝
 各　君

　今日は、福井ロータリークラブは休会です。
　しかし、ロータリアンとしての活動は休んではおりません。幸
いにも SAA の皆様のご尽力によって現代兵器 YouTube 配信
が出来るようになりました。それで会長挨拶も休むことなくお送
りいたします。皆様の元気なお姿を思いながらお送りいたしま
す。
　今日は、名言集８５を学びましょう。　老子の言葉です。
　彼は言っています。「戸を出でずして、世界を知ることが夢。」
　何時の時代も、新聞、テレビ、雑誌から世界の動きが分かりま
す。
　世界の動きから次の行動をとる。生きて行くという行為の中
に知るという楽しみと行動がある。瞑想だけでは見えてこない。
　しかし、瞑想しなければ大切なものは見えてこない。哲学的
に思考し、そして行動する。
　これは今のコロナの時代だからこそ出来るのかも知れませ
ん。
　今のコロナの異常な時はある意味では思考を深める良い時
かも知れません。思い掛けないことは時に起こるものです。
　我々ロータリアンはその伝統と品格を以てその難局に立ち向
かい一歩前進して行こうではありませんか。何時もより新聞、雑
誌に多くの時間を掛け、自分の意見を失うことなく明日を夢見
て今を過ごして参りましょう。
　このロータリークラブを人生の道場として多くを学び豊かな
人生が構築出来る筈です。
　皆様のご奮闘をお祈りしながら会長挨拶といたします。

　今日も福井ロータリークラブは休会です。ロータリアンとして
の学びの時間は、その活動は休んではおりません。
　先週の YouTube 配信見ていただいたでしょうか。凄いツー
ルですね。感動しています。勿論、若い皆さんには当たり前のこ
とでしょうが、福井ロータリークラブの皆様と心をひとつにでき
る。これは、コロナあって初めて挑戦できたことです。
　今日も、皆様を思いながら、皆様のご健勝を祈りながら、会長
挨拶を申し上げます。前向きにロータリークラブの運営を心掛
け、第 2650 地区の 96クラブの中にあって、輝きと活力を感じ
ていただくことに腐心しています。
　今日は、名言集の１８番、トルストイの努力について学びま
しょう。
　彼は言っています。努力は幸福の手段ではない。努力そのも
のが幸福なのです、と。
　私も眼鏡用金属材料で若き日々精進してまいりましたが、運
悪く大きなクレームで苦しんだのです。周りの人々は、私がいの
ちを断つのではと心配してくれたのです。しかし、知恵と努力で
乗り越えました。
　人生、運の足らないところは努力で補う。この信念が出来上
がったのもこのクレームのお蔭です。兎に角、前向きに生きてま
いりましょう。自分の努力が幸せを作ってくれるのだと信じて。
　我が福井ロータリークラブは格式と伝統のあるクラブです。
皆様もこのロータリークラブのメンバーであることに誇りを持
ってこの例会を道場として努力を重ねて幸せを求めてまいりま
しょう。
　皆様のご健闘をお祈りし会長挨拶とさせて頂きます。

岩井先生、ありがとうございます。コロナとの戦い、勇気をもっ
て進んで参ります。 ( 山内鴻之祐 )
浅井正勝・辻恵利子
 各　君

岩井先生、ありがとうございました。大きな勇気をもって休会
の議論を進めます。 ( 山内鴻之祐 )
渡辺さん、写真ありがとうございました。岩井先生、本日は貴
重なお話ありがとうございました。 ( 浅井正勝 )
ガバナー公式訪問の際の写真をいただきました。ありがとうご
ざいます。 ( 伊藤仁一郎 )
渡辺さん、写真ありがとうございます。早退をお詫びします。
 ( 片岡正明 )
公式訪問写真ありがとうございます。 ( 北島　恬 )
ガバナー公式訪問盛会に終わりました。山内会長の名演説も
素晴らしく、頑張ってこの 1年元気でお願いします。 ( 菅原将高 )
【皆出席御祝】 竹生知子・田畑賢一・松田将裕
皆出席御祝 / 岩井先生、卓話ありがとうございました。
 ( 木村憲一 )
在籍御祝 / もう5年になりますか？今後ともよろしくお願いしま
す。 ( 角谷恒彦 )
【誕生日御祝】市橋信孝・竹生知子・平野洋一・渡辺崇嗣
誕生日御祝 / 47 歳の 1年間は新たな 1歩を踏み出す年にした
いと思います。 ( 後藤正邦 )
誕生日御祝 / 73 歳の誕生日御祝ありがとうございます。
 ( 齊藤英夫 )
誕生日御祝 / お陰様で。コロナ感染の一日も早い終息を !!
 ( 清水慶造 )
誕生日御祝 / 誕生日を迎え、新たな気持ちで頑張ります。
 ( 堀内康代 )
【配偶者誕生日御祝】加藤幹夫・竹生知子・村田長隆
配偶者誕生日御祝 / 子供が 2人とも妻と出逢った年齢を超え、
いとしさと感謝を身にしみて感じるこの頃です。 ( 伊井彌州雄 )
配偶者誕生日御祝 / 骨折し介護してもらって、改めて妻のあり
がたみが分かりました。 ( 上田祐広 )
配偶者誕生日御祝 / 猛暑が続きますが、体調管理には充分気
をつけてお過ごしください。 ( 嶋田浩幸 )
配偶者誕生日御祝 / 岩井部長の卓話もよろしくお願いします。
 ( 登谷大修 )

配偶者誕生日御祝 / 今年のお盆休みはどうなるのだろう。帰省
も容易ではない中、そんなことを考えております。 ( 橋本典明 )
配偶者誕生日御祝 / お祝い頂きありがとうございます。笑顔で
感謝を妻に伝えます。 ( 長谷川智洋 )
【結婚記念日御祝】藤井健夫
 各　君

ロータリー財団増進特別寄付金

米山奨学特別寄付金

ニコニコ箱

会長挨拶 (8 月 19 日・26 日　You Tube 配信 )
■  8 月 19 日 ( 木 ) ■  8 月 26 日 ( 木 )

9 月は「基本的教育と識字率向上月間」です。 －  貧困の連鎖を断ち切るためにも識字率を向上させることが大切です  －

zoomによるオンラインでの例会を企画中
9月 16 日以降の例会については、改めてご連絡いたします。2021年 9月 16日(木)



　コロナ禍となって、情報が行き交い、誤情報やデマにより社会的混乱の起こることが多
くなりました。このような状況はパンデミックに似せて、インファデミックとも呼ばれています。情報の氾濫が本質的問題の
見極めを難しくしていることがその一因とされています。情報の正誤を吟味し、これに惑わされることなく、“自分自身の頭
脳で考える ”ことが求められる時代になりました。情報が錯綜する時代に情報を収集、整理し、分析した上で活用することは
並大抵のことではありません。しかしながら、自分自身をフィルターにして地頭で考えることで初めて自分固有の意見を持つ
ことができます。
新型コロナは 7番目のコロナウイルス
　つい先日まで、ここまでの新型コロナ感染急拡大を予想していませんでした。現在（8月 5日時点）、福井県は新型コロナ
感染拡大第5波の最中にあります。これまでの感染拡大との違いは明らかで、クラスター感染から市中感染に移行しています。
　さて、パンデミックの歴史を紐解くと、これほどの世界的影響を及ぼした感染症としては、約 100 年前に起きたスペイン
風邪が挙げられます。第一次世界大戦中に発生したパンデミックで 5,000 万人が死亡したとされています。奇しくもスペイン
風邪が収束した 1920 年には、アントワープオリンピックが開催されています。世界平和への願いを込めて、この時に現在の
五輪旗が作られたとのことです。そして、100 年後の現在、東京オリンピック 2020 が緊急事態宣言下で開催されました。
　さて、この新型コロナウイルスは普通感冒を起こす 4種類と、致死率の高かった SARS、MAERS に次ぐ 7番目のコロナウ
イルスです。この 20 年間でエンデミック、パンデミックを 3度も発生してるウイルス感染症のひとつです。幸いにも新興コ
ロナウイルス感染症である SARS と MERS は日本まで伝播することなく、終息しています。この 2つのコロナ感染症ではその
高い致死率と、発症後にのみ感染伝播する状態であったために患者隔離により感染を押さえ込むことができました。
新型コロナウイルス感染症の特徴
　新型コロナウイルス感染症は国民の 10 人に一人が罹患するインフルエンザと違って、それほど身近な感染症ではありませ
ん（地域差はありますが人口 100 人に一人弱のコロナ感染者）。また、軽症者･無症状者が多いこともあって、一般の方には
その問題点が分かりにくい感染症となっています。インフルエンザ感染者はコロナの約 10 倍で約 1000 万人、死亡数は 1万
人なので、これまでも医療への負担は同じではないかとよく議論されてきました。
　ただし、問題の本質を知れば、これは大きな間違いであることが理解できます。新型コロナウイルス感染症の重症度は、イ
ンフルエンザと比べて、死亡率で 4.9 倍、呼吸器使用率で 4倍、ICU 使用率で 2.4 倍であり、極めて高くなっています。この
重症度や重症化率の違いが、コロナ病床の不足、ひいては医療体制の逼迫につながっています。地域によって提供できる医療
資源が異なりますが、現在の感染状況は医療崩壊を危惧するレベルであることは専門家が指摘する通りです。ただし、ワクチ
ン接種により致死率は当初の 2%弱から 0.2%まで低下していますので、今後、ワクチン接種が進むことによって、この問題
は打開されていくでしょう。
RNAワクチンと集団免疫
　集団免疫が成立すれば ( 理論値 70％以上 )、感染拡大は封じ込めると考えられています。反対に、集団免疫率の低い集団で
は免疫を持たない人や、ワクチンを接種していても中和抗体が低い人を介して感染伝播･拡大が続きます。集団免疫と感染流
行パターンを人口知能で予想したモデルによれば、60％以上の集団免疫となるまで波状的感染流行が発生するとされていま
す。このような現状を打開するには RNAワクチン接種を進めることが必要です。感染予防効果 94-95％と報告されているワ
クチンです。現在頼れるのはファイザー社・ビオンテックとモデルナ社から提供されている 2つの RNAワクチンです。
　この RNAワクチンを開発したのはカリコ博士とワイスマン博士の二人です。RNAワクチンの臨床応用に欠かせないブレイ
クスルーを成し遂げ、ノーベル医学生理学賞の最有力候補と言われています。RNAワクチン開発はこの 2人の研究成果から
急速に進展しました。バイオベンチャー 2社、モデルナとビオンテックは早くからこの研究成果に注目し、開発に着手して
いました。さらに前者にはアメリカ政府が、後者にはファイザー社が少なくとも 5年以上前から資金を提供し、継続的に支
援していました。欧米の先進国が RNAワクチンを独占できている政治的な理由の一つと考えます。
コロナ共生時代のこれから
　今後、コロナ共生時代に移行するだろうと予測しています。問題の本質を見極め、正しい情報を入手し、判断を下すこと、
さらに変化することを求められる時代が続くように考えます。

● 現在会員 137名
● 出席者 91名
● 欠席者 35名
● 出席免除者欠席 11名
● 今回例会出席率 72.2％

● メークアップ 18名
● 欠席者 21名
● 修正出席率 84.0％

  7 月 8 日 ●メークアップ　　　渡邉義信(7/25 地区第1回会員増強・拡
大委員会、7/2　長浜RC)、浅井正勝、初瀬川達郎(7/28 福井
RAC)、伊藤仁一郎、藤本潤一(8/7 地区危機管理委員会)、(8/5  
理事会14名 )、木瀬雅博・辻恵利子(8/22 クラブ米山奨学委員
長会議 )、藤本潤一・初瀬川達郎(8/28 第１回青少年奉仕担当
者会議) 各　君

 2021 年  8 月  5 日　　第 3459 回 　　

皆出席御祝

米山奨学金　授与

　2021 年度　米山奨学生ヴーティーハー
さんに山内  鴻之
祐会長より奨学金

が授与されました。

①  本日、皆様にガバナー公式訪問時の集
合写真を配布させて頂きました。
　当日は渡辺会員がご尽力して下さり、
スムーズに写真撮影する事が出来ました。
渡辺会員有難うございました。皆様のお

気持ちを是非本日のニコニコ箱寄付にご協力頂きますよう
宜しくお願い致します。
② 次週 8/12 はお盆休みで休会です。
③ 事務局の夏季休暇のお知らせです。8月 11 日（水）～
16 日（月）まで事務局はお休みになります。
　緊急の際は、幹事（浅井）までご連絡下さい。
④ 本日、13：45 より、聚楽の間にて理事会を行います。
参加される理事役員の方のお弁当は聚楽の間にて用意して
おります。黙食にてお召し上がりください。
　このところ東京はもちろん、福井でもコロナの感染拡大
傾向が見られます。今後の例会の開催の可否について本日
の理事会で審議を行う予定です。審議の結果、休会の判断
となった場合は速やかにご案内をします。

配偶者誕生日御祝在籍御祝

木村  憲一 会員 (26 年 )、 城戸  利枝 会員 (6 年 )
松田  将裕 会員  (4 年 )、 田畑  賢一 会員 (2 年 )
竹生  知子 会員  (2 年 )

角谷  恒彦 会員 (5 年 )

清水  慶造 会員、齊藤  英夫 会員、岡田　章 会員、竹村  浩和 会員
渡辺  崇嗣 会員、白江  文夫 会員、堀内  康代 会員、平野  洋一 会員
畑下  徳洋 会員、後藤  正邦 会員、竹生  知子 会員、市橋  信孝 会員
金井  伸一郎 会員

鍋屋  昌明 会員、嶋田  浩幸 会員、稲田  朋美 会員、小谷  哲治 会員
酒井  哲夫 会員、畑下  徳洋 会員、中山  浩行 会員、竹生  知子 会員
山岸  恒一 会員、上田  祐広 会員、村田  長隆 会員、加藤  幹夫 会員
登谷  大修 会員、橋本  典明 会員、長谷川  智洋 会員
伊井  彌州雄 会員、須賀原  和広 会員

誕生日御祝

結婚記念日御祝

栄誉行事

ゲスト卓話

幹事報告

福井県済生会病院　コロナ感染対策委員長
岩井  和之 小児科主任部長

幹  事　浅井　正勝

藤井  健夫 会員

米山奨学生　ヴーティーハーさん

例会報告

演　題「コロナ禍に学ぶ」

同好会【友の輪会】
　8月8日（日）、今回も8組・32 名と多くのご参加をいただき誠にありがとうございました！
　当日は新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、急遽ハーフコンペ・表彰式なしでの運営とさせていただ
きましたが、優勝は、猛暑のコンディションにも関わらず素晴らしいスコアで回られた田畑  賢一さん！  見事、
賞品「ステーキセット」を獲得。
　また、前回好評だった「肉の輪賞（焼肉セット）」は 6～ 10 位、15 位、20 位、25 位、30 位、BB の 10
名の方々が獲得する等、参加者一同、新型コロナウイルス感染防止策を講じながら、和気藹々楽しく盛り上
がることができました。
　次回は 10月3日（日）開催予定です。次回も奮ってのご参加をお待ちしております！
【第 125 回友の輪会結果】優　勝　田畑 賢一さん（Gloss:43 / Net:33.4）
 準優勝　浅井 正勝さん （Gloss:39 / Net:34.2）
 第 3 位　飯守 禅さん （Gloss:44 / Net:34.4） 
 第 4 位　岩下 春幸さん （Gloss:45 / Net:35.4）
 第 5 位　加藤 信一さん （Gloss:44 / Net:35.6）

2021-22 年度　友の輪会　会　　長　石丸  敦士
 副  会  長　清川  卓二
 運営幹事　飯守　禅

※新会員皆様のご参加大歓迎です！お待ちしています！


	会報表面-2021.09.02第2665号
	会報中面-2021.09.02第2665号

