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八尾ＲＣバナーの主旨
「我々のクラブは、老いも若きも
相手を敬愛し、和気あいあい、
楽しいクラブライフを送っている
ことが誇りであります」

国際ロータリー テーマ

ロータリーは機会の扉を開く 国際ロータリー 会長

ホルガー・クナーク

国際ロータリー 第2660地区 テーマ

BACK, To the FUTURE 〜基本に戻って、未来へ〜 国際ロータリー 第2660地区 ガバナー 簡

仁一

八尾ロータリークラブ テーマ

ロータリアンらしく 八尾ロータリークラブらしく
第2863回

例会 プログラム

会長 飯田 寛光

■卓話予告

●開会 「点鐘」

10/7 米山奨学委員会

●ロータリーソング 「八尾ロータリー讃歌」

10/21 「私を語る」谷口善紀会員・福村修一会員

●ゲストの紹介
特定非営利活動法人

会 長 の 時 間

アジアパシフィックアライアンス・ジャパン

まだまだ暑い日が続きますが、皆様どうぞお体ご

（Ａ-ＰＡＤ） 事務局長 根木 佳織 様
●出席報告

自愛ください。
本日は八尾市立病院総長の佐々木会員に卓話

●ロータリーの友紹介
クラブ広報委員会 菅野茂人副委員長
●その他の報告

をお願いしておりますが、佐々木会員のエピソード
を１つ、ご紹介します。
皆さんは、喉と食道の境目をご存知でしょうか。あ

●会務報告 「会長の時間」「幹事報告」

る時、私の妻が魚の骨を喉に刺してしまい、市民病

●SAA報告 ニコニコ箱

院へ行きました。しかし発見できず、大阪市内の病

●卓 話 「緊急支援の現場から

院でも骨は見つかりませんでした。

－震災・水害・新型コロナ対応」
Ａ-ＰＡＤ事務局長 根木佳織様
●閉会 「点鐘」

結局、痛み止めをもらっただけで一晩痛みに耐え、
翌日近くの耳鼻咽喉科へ行きました。そこでもよく
わからず佐々木先生に相談したところ、消化器内
科を紹介していただき、レントゲンで骨を発見し、胃
カメラで取り除いてもらうことができました。
後でわかったことですが、耳鼻咽喉科は喉までが、
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幹事 松井 良介
例会日 毎週水曜日 午後０時30分－午後１時30分
例会場 八尾商工会議所３Ｆ
創 立 1961（昭和36）年3月28日

そして消化器内科は食道からが診察の範囲なのだ

ご寄付、ご支援をよろしくお願いいたします。

そうです。昔は街医者がほとんどを診てくれたもの

グローバル補助金につきまして、WFの上乗せ方法

ですが、現在の医療は細分化し、自分の専門範囲

が変更になりました。これまでDDFに100％、クラブか

のみにとどまってしまうようです。

らの申請に50％が上乗せされていましたが、クラブ分

それにひきかえ「患者が痛がっているのに、なぜ
追究しないのか」と患者の側に立って診察してくれ

への上乗せが今年度から廃止されています。詳しくは
財団月間に改めてご説明いたします。

た佐々木先生には、ロータリアンらしい高い倫理観
を感じました。こういう方が当クラブの会員であるこ
とを、誇りに思います。
この後の卓話も、よろしくお願いいたします。

▼野村 俊隆 副幹事
厚労省のコロナ接触アプリCOCOAの資料をお配り
しております。これをスマホに登録すると、新型コロナ
ウイルス感染症の陽性者と接触した際に通知がありま

幹

事

報

告

す。登録して、ご利用ください。

▼8月22日、地区の青少年奉仕合同委員長会
議に吉田会員に参加いただきました。

卓

話

▼本日例会後、理事会をこの会場にて開催しま

「新型コロナウイルス感染症の現状について」

す。

▼佐々木 洋 会員

▼5日に地区の職業奉仕委員長会議が開かれ、
相馬会員に出席いただきます。
▼22日、地区のロータリー財団セミナーに会長と
大橋が参加します。
▼次回例会後、会長会が開催されます。
▼26日、地区の米山委員長会議に藤田会員が
出席します。
その 他 の 報 告
▼ローターアクト委員会・児林 秀一 委員長
八尾RACの9月例会を7日PM7:30～この会場で開催
します。皆様ご参加ください。
また地区RAC献血活動の案内が届いております。10
月11日にイオン大日前で開催します。ぜひご参加くだ
さい。

コロナとはクラウン、ギリシア語で王冠という意味です。
とげとげの形状から王冠に見えるため、このように呼ば
れています。
私は現在、大阪府のコロナ対策本部の専門家会議
の委員に入っています。専門家や吉村知事、松井市
長らとともに対策を協議しています。
コロナウイルスにはいくつか種類があります。動物由
来で人間に移ってきたものがSARSで、中国において

▼地区ロータリー財団委員会・
相馬 康人 委員
WHOは8月25日、ナイジェリアでのポリオ根絶を宣

コウモリから広まりました。死亡率が10％近くで、恐れ
られました。
次にMERSが2012年から、ラクダ由来で中東から広

言しました。これでアフリカでの正常化が実現しました。

まりました。しかしいずれも、日本では一人も感染者は

常在国はあとアフガニスタン、パキスタンのみです。

いませんでした。

またWFは、2019-20年度末で枯渇しました。過去10

そして今回のCOVID-19は、中国の武漢からあっと

年ではなかったことですが、コロナ関連で申請条件が

言う間に世界へ広がりました。死亡率は5％とされてい

緩和され、支給が多くなったことによります。これからも

ますが、今はもう少し下がっていると思われます。感染

者のうち、80％は無症状または軽症で治ってしまいま
す。残る20％が入院し、その中の5％が集中治療室へ
入ることになります。
胸の写真を撮ると、ぼんやりした影ができるのがコロ
ナウイルス肺炎の特徴です。
8月23日時点で世界で2,300万人が感染し、死者は

す。
年代別では第2波で、若年者の感染が増えました。
死亡者は60代以上が圧倒的に多くなっています。致
死率も、年代が上がると高くなっています。重症化のリ
スク因子としては65歳以上の高齢者や慢性呼吸器疾
患、高血圧、肥満などがあります。

80万人に上っています。アメリカやブラジル、インド、メ

検査については、PCR検査は結果が出るのに約6時

キシコなどで感染者数が多くなっています。アメリカな

間かかりますが、抗原検査は約30分で判定可能です。

どでは急カーブで感染者が増加していますが、これに

ただし、感度が低いのが課題です。抗体検査では血

比べ日本の感染者数はうんと少ない状況です。

液から過去の感染の有無を判定できます。

日本での感染者数は現在、２つ目の山のピーク過ぎ

治療薬ではレムデシビルやアビガンなどが報道され

たところと考えられ、いったん収まると思いますが、そ

ていますが、まだ絶対的な薬はできていないのが実情

の後に第3波が起こるかどうか、という状況です。

です。さらにワクチンは、アストラゼネカや阪大のアン

今年の1～3月に武漢由来のウイルスが広がりその後、

ジェスなども取り組んでいます。ビジネスとして各社と

3月からは欧州由来のウイルスが拡大しました。これが

も必死に研究を進めていますが、このうちのいくつが

日本にも第1波をもたらしました。国内でも緊急事態宣

当たるかもまだわかりません。

言が出されました。
その後、日本国内ではいったん下がったのですが、

従って私たちはしばらく、コロナとともに生きねばなら
ないでしょう。その際の基本は「自分の身は自分で守

7月からまた急上昇しました。これは欧州由来のウイル

ること」です。「自分がうつらない」そして「人にもうつさ

スが変異したものと考えられます。

ない」。個人個人がそういう気持ちで臨むことが大切で

都道府県別では東京、大阪など大都会に多くの患

す。

者が発生しています。大阪府でも現在1,325人が感染
し第2波の中にあると思われますが、収束傾向にある
グラフになっています。
八尾市でも検査数が増えており、その分陽性率も上
がっています。検査数はアメリカなどは多いのですが、
日本はまだまだ少ないです。
コロナ感染者は、いかに重症化させないかが重要で
す。大阪では重症者数が東京より多いようです。基準
が異なるからということもあるのですが、それでも少し
多いかもしれません。大阪モデルについてはいろんな
ファクターについて基準を決めて、それを超えたら通
天閣などを黄色に点灯しました。
通天閣などのライトアップは9月1日に終了しましたが、

ニ コ ニ コ 箱

高齢者が感染すると重症化するので特に注意が必要

▼飯田会長 佐々木総長、本日の卓話、宜しくお

です。高齢者施設や医療関係者は特に注意しなけれ

願いします。ご夫人誕生日。

ばなりません。

▼田中会長エレクト 佐々木先生、本日、卓話宜

5人以上の飲食の自粛は先日解除されましたが、引

しくお願いします。写真有難う。

き続き多人数による飲食は注意が必要です。３密で唾

▼吉本副会長 佐々木会員、本日卓話よろしく

液が飛び交う環境を避けることなどが求められていま

お願いします。誕生内祝い。写真有難う。

▼松井幹事 佐々木先生、大変な状況だと思い
ますが、八尾市民を助けてあげて下さい。写真
有難う。
▼中島・池尻・井川・稲田・新宮・長竹・大槻・福
田・相馬・山本（隆）・北野・曽家・平尾・倉田・鍋
島・三木会員 写真有難う。
▼寺坂会員 在籍３１年になりました。在籍内祝

例会出席時のチェックリスト
□発熱、風邪の症状はありませんか？
□会場内では、マスクの着用を
□人との距離を２ｍ以上とってください
□ニコニコは、筆記用具をご持参下さい
□発言時はマイクに触れないで
□熱中症にもご注意を！

い。
▼村本会員 誕生内祝い。
▼小山・小谷会員 在籍内祝い。
▼山本（勝）会員 西村君、おいしい物をありがと

今後の予定

うございました。また、彦根市の幻の梨を買って

■９月

きました。写真有難う。

26（土） クラブ米山奨学委員長会議

▼柏木会員 佐々木先生、卓話楽しみにしてお
ります。写真有難う。

■10月

▼吉田・宮川会員 佐々木先生、卓話宜しくお

10（土） 地区公共イメージ向上セミナー

願い致します。

11（日） RA地区献血

▼野村会員 誕生内祝い。写真有難う。

17（土） クラブ国際奉仕・社会奉仕
合同委員長会議

▼児林会員 田中エレクト、先日ありがとうござい
ました。写真有難う。
▼西村・川村会員 例会欠席お詫び。

■12月

▼富田会員 娘が車の免許を取りました。コワイ

11（金）～12（土） 地区大会

です。保険代コワイです。写真有難う。
▼大熊会員 いつもありがとうございます。写真

■2月

有難う。

27（土） ＩＭ第4組ロータリーデー

▼原田会員 本日もよろしくお願いします。

（ホスト：東大阪みどりＲＣ）

理事会議事録
日時：２０２０年９月２日（水）
承認事項
1.議事録
2.会計報告
■ 出席報告

3.指名委員会の件

うち出席規定
メーク 確定
月日 会員数 出席 適用免除者 出席率 アップ 出席率
8/5

69

44

12

75.86％

8/19

69

46

11

80.70％

9/2

69

39

9

72.22％

八尾ロータリークラブ会報

0 75.86％

お気付きの点がございましたら、
広報委員会までご一報下さい

4.八尾市市民憲章推進協議会会費の件
5.竹中会員退会の件
6.秋の親睦旅行・忘年家族会の件

クラブ広報委員会

委員長 ▼ 富田
委 員 ▼ 中川

宏
將

副委員長 ▼ 菅野 茂人
川田 隆

