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「新年互礼会」
「新型コロナウイルス感染症における関市と周辺地
域の状況と今後の対応」内科医 藤井淳会員
◆開会点鐘
◆会長挨拶 木村聡
新年明けましておめでとうござい
ます。本年も引き続き宜しくお願い
申し上げます。
昨年は新型コロナウイルスの感染
拡大一色とも言えるような一年でし
た。年が明けてからも 7 日には首都
圏の一都三県に緊急事態宣言が再度発令され、本日
関西の二府一県も知事が国に発令を要請しました。
発生してから約一年が経った今も、益々勢いを増す
ばかりです。この二十年間に流行したウィルスとし
て SARS や MERS などが挙げられますが、幸いなこと
にいずれの場合も日本ではあまり影響が出ませんで
した。そのせいもあってか、海外の主要国に比べて
感染症対策が遅れているように見受けられ、日本政
府のオペレーションは、正に想定外ばかりであるこ
とがアリアリとわかるものと言えます。医療崩壊の
抑止、経済支援策の実施、公的財務の悪化など、喫
緊に対応していかなければならない問題が山積して
いる中で、政治、行政が天手古舞となりながらも懸
命に働いている姿は容易に想像できます。しかしそ
れでも後手後手に回っているのは、やはり日頃から
危機管理体制の構築を怠ってきたからだと言わざる
を得ません。昨年延期となった東京オリンピックの
開催についても国民の間では大きく意見が分かれて
いるようで、開催すべきなのか中止すべきなのかは
もとより、仮に開催する場合でもどのような形で行
うのが良いのかなど、我々の生活に大きく影響する
ことだけに、どこか一方面の都合やら利害やらだけ
で決めてもらっては困るような問題です。最後は政
治判断という形になるのでしょうが、大局的な見地
に立っての決断をしていただきたいと願うばかりで
す。「千里の道も一歩から」、「塵も積もれば山とな
る」、我々個々人に出来ることはこの類のものにな
ります。無為無策のまま「誰かが何かしてくれれば
良いのに」と言うだけでは何ともなりません。まず
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は自分に出来ることから実施しましょう。
このような中、新型コロナに関する知識を更に深
め、ご自身、ご家族、会社などの危機回避に繋げて頂
くため、後ほど藤井先生にプチ卓話を行って頂きます。
新聞やＴＶで得られる情報よりもよりローカルなもの
に特化して頂き、以下のような話を短い時間の中では
ありますが、できる範囲でお話しして頂けるようお願
いしています。
1.関市と周辺地域での感染状況やその特徴
2.関市と周辺地域の医療機関の状況
3.関市と周辺地域でのワクチン接種に関する予定
ワクチン接種は早い方が良いか（副作用について）
4.自分、家族、社員など身近な人たちの感染の早期
発見についてどのように見極めればよいか、風邪の
症状や感染の疑われる人への対応について
さて、このコロナ禍では、一昨年まで我が世の春
を謳歌していたインバウンド需要は一気に消し飛び、
飲食業、旅行業、運輸業なども大きなダメージを受
けています。一方で巣ごもり需要など新たなニーズ
も発生しています。私どもの刃物業界で言いますと、
インバウンド需要に沸いたルーペ付き爪切りなどは
一気に落ち込み、その他にもプロ用の散髪鋏などは
かなり厳しいようです。一方で家庭用散髪鋏は好調
で、裁縫用鋏、キッチン鋏、園芸鋏なども巣ごもり
需要の恩恵を受けています。これまではたまたま自
社が扱っているモノ・サービが、「with コロナ」に
マッチしていたかどうかの「運」による部分が大き
かったように思いますが、これからは自らそれに合
わせて行く、もしくは作り出していくことを考えな
くてはなりません。例えば次のようなシミュレーシ
ョンをしてみましょう。①「新型コロナの感染が拡
大」⇒②「リモート勤務の推進、普及」⇒③「在宅
勤務は仕事の効率が悪い」となった場合、更に以下
のようなシミュレーションができます。④-1.特に
都会だと自宅が手狭で、仕事スペースを十分に確保
できない⇒⑤幼少の子どもが仕事の邪魔をする⇒⑥
子どもに非は無し
もともと自宅というのは生活（憩い）の場であり、
戦場（仕事の場）ではない
⇒⑦仕事スペースの確保が必須
⇒⑧-1 レンタルワークスペース業の需要アップ？

⇒⑧-2 広い自宅が欲しい⇒⑨郊外や田舎に移転？
⇒⑩-1 人口の東京一極集中が是正？
⇒⑩-2 田舎の地価上昇？⇒⑪田舎の建築業の好機？
④-2.通信環境が整っていない
セキュリティー向上や高性能デバイス関連の需要ア
ップ？
④-3.その他設備が整っていない
快適に座ることができる椅子がよく売れている
④-4.その他
このような新たな需要に対し、何を自社のビジネス
チャンスとして捉えられるかという事になります。
一過性の需要もあれば、アフターコロナ後も定着す
る需要もあるでしょう。シミュレーション通りに事
が運ぶものもあれば、そうでないものもあるでしょ
う。このようなシミュレーションをいくつも数多く
回してみることが必要なのだと思います。
私達のロータリー活動も「職業奉仕」という崇高な
理念は確立されているので、これをいかにして有為
なものとして実践していけるかのシミュレーション
を改めて回していくことが一層求められるのだと思
います。
最後になりますが、メンバー各位の安全と健康を
切に願うとともに、皆様方から一層のご理解とご協
力を賜り、残り半期も「with コロナ」での活動を行
っていきたいと思いますので、どうぞ宜しくお願い
申し上げます。
◆新会員入会式
木村会長より、「四つのテスト」と「会員章」を贈呈
氏名:山田義久
生年月日：1977 年 8 月 2 日
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スポンサー会員：堀部哲夫
加藤浩二・木村聡

たが、今年は良い年になるよう願っています。
掛布真代会員・・・配偶者にバースデーカードをあ
りがとうございました。今年も忘れずにすみまし
た！！
◆「新型コロナウイルス感染症における関市と周辺
地域の状況と今後の対応」
内科医 藤井淳会員
関市や周辺地域の感染状況は 1/5
関市安心メールで過去最高の 10 名の
クラスターが発生したと連絡があっ
たように、この地域でも感染者が急
増している状況です。複数の医療機
関で陽性者が確認され、関市内の病
院は新型コロナウイルス患者対応ベ
ッドが常にほぼ満床状態です。
症状としては、息苦しさ、全身倦怠感、嗅覚・味
覚障害などがあれば疑わしいですが、無症状、軽い
風邪症状のみの方も多くみられます。
ワクチンは我が国ではファイザー、モデルナ、ア
ストラゼネカの 3 社とワクチン提供に関し基本合意
もしくは契約していますが、日本に最初に入ってく
るファイザー社のワクチンは－70℃保存となってお
り、関市に 6 台、美濃市に 2 台の－70℃対応の冷凍
庫が配置予定です。モデルナ社のワクチンも－20℃
保存であり、インフルエンザワクチンのように個別
接種ではなく、集団接種になる予定です。また新型
コロナウイルスワクチンは 3 もしくは 4 週間間隔で
2 回接種です。
ワクチン接種の順番はまず 1 万人程度の医療従事
者に先行接種を行い、次に約 300 万人の医療従事者
に接種、その次に 65 歳以上の高齢者約 3 千万人～4
千万人接種します。市町村からワクチン接種券が発
行される予定です。その後基礎疾患のある方、その
他の方の順に接種予定です。
ロングコビット（新型コロナ感染症後遺症）が話
題になっています。コロナ感染で入院し退院後も続
◆委員会報告
く症状で、国立国際医療センターのデータでは、発
◎ニコボックス委員会 委員 西田泰幸
症 2 ヶ月後で 48％、4 ヶ月後で 27％の人が何らか
会長・副会長・幹事・・・新年明けましておめでとう
の後遺症に悩まされています。
ございます。昨年は、コロナの影響で例会や活動に
4 ヶ月後にみられる後遺症は呼吸苦 11.1％、嗅覚
おいてご不便をおかけしましたが、ご理解をいただ
障害 9.7％、倦怠感 9.5％、咳 6.3％、味覚障害
きありがとうございました。残り半年、三役頑張っ
1.6％です。遅発症の症状として脱毛が認められ、
てまいりますので、引き続きどうかよろしくお願い
発症後平均 58.6 日で脱毛が始まり、平均持続期間
します。
は 76.4 日です。
次期会長・副会長・幹事・・・新年あけましておめで
これまでの経過を見ていますと、会食、カラオケ
とうございます。昨年は、新型コロナの影響でクラ
等で大きな声を出す時に飛ぶ飛沫が一番危ないと考
ブ運営にも、クラブ活動にも多大なる影響を受け、
えられます。誰か一人が新型コロナ陽性者になると
本当に大変でした。今年こそ、と言いたいところで
同居家族は濃厚接触者となり、PCR 検査を受けるこ
すが、今年もまた、大変な一年になりそうです。せ
とになります。妊婦さん、癌治療中の方やご高齢の
めて会員の皆様が健康で更なる結束が強まることを
方が家族にいる場合は、十分な配慮をお願いしま
お祈りいたします。加藤丸は出航準備中であります。 す。最後に少しでも早く新型コロナ感染が終息する
堀部哲夫会員、東谷好司会員、長尾一郎会員、杉浦
ことを切に願っております。
孝志会員、古田貴巳会員、三輪雄彦会員、大澤竜一会
◆幹事報告
員、高木登企久会員･･･皆様、あけましておめでとう
◎1 月のロータリーレート 1 ドル:104 円
ございます。木村会長、加藤副会長、酒向幹事、上
◎退会者 2 名、12 月 31 日をもって退会
半期を大変な思いで、乗りこえられ、ご苦労様で
土屋佳久氏：2005 年 3 月入会・15 年在籍
す。残りの事業もわずかとなりましたが、がんばり
後藤信介氏：2009 年 7 月入会・11 年在籍
ましょう。
伊佐地英俊会員、亀井髙利会員、酒井泉会員、細野
次例会のご案内
3 月 16 日(火)12:30
直則会員、岩倉宏幸会員、福田春彦会員、粟倉晋吾会
「会長エレクト研修セミナーの報告」
員、秋栃達也会員・・・新年互礼会にて、皆様あけま
会長エレクト 加藤照彦会員
しておめでとうございます。昨年は大変な 1 年でし

