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第 2161回例会　　2020 年 3月2日（月）　くもり時々雨

司　会　　石腰副幹事

斉　唱　　君が代、それでこそロータリー

唱　和　　4つのテスト　　ソングリーダー：中村第二クラブ委員長

メイクアップ　 【本日分】島村会員（北海道 2500 ロータリー Eクラブ）

青木会長の時間

今日は非常に寒く、冬に逆戻りしたようです。連日、テレ
ビ･新聞で報道されています新型コロナウイルス。過去、
インフルエンザなどが流行しても私たちの生活に大きく
支障をきたすようなことはありませんでしたが、今回は
千葉勝浦のホテルやクルーズ船｢ダイヤモンド･プリンセ
ス号｣への感染者隔離から端を発し、今では観光施設の
休業休園、マスク･トイレットペーパー･箱ティッシュの買
いだめ、小中学校や高校などの一斉休校など、私たちの
生活がじわりじわりと脅かされようとしています。今後
2週間、感染者が減っていくのか増えていくのかの様子
見です。3月1日午後10時半現在、世界の感染者は28
の国と地域にわたり、患者数85,465人、死亡者数2,994
人です。2003年に大流行したSARSを覚えていますか。
2002年11月16日に中国南部の広東省で非定形型性肺
炎の患者が報告され、あっという間に北半球のインド以
東のアジアやカナダを中心に感染拡大、2003年3月12
日にWHO(世界保健機関)から｢グローバルアラート｣が
出され、同年7月5日に終息宣言が出されるまで32の国
と地域にわたり患者数8,078人、死亡者数744人の症例
が報告されました。感染経路は飛沫および接触感染が
主体となっていて、空気感染の可能性も否定できません
。コウモリを始めハクビシンやタヌキ、ネズミなどの動物
が媒介する可能性が指摘されていますが、確定的な結
論は出ていないようです。ヒトで感染源となりうるのは

有症者だけで、潜伏期間にある発症前の患者が感染源
になった症例は確認されていません。潜伏期間は2-7日
間のことがほとんどで最長10日間です。治療法は有効
性が確実とされ、いまだ確立されていません。また、
2009年に世界的に流行した新型インフルエンザもあり
ました。メキシコ･アメリカなどで豚インフルエンザのヒト
への感染で世界214の国と地域にわたり患者数2,100万
人、死亡者数28万人と言われています。こちらはいまだ
に終息宣言は出ていないようです。今回の新型コロナウ
イルスが一日も早く終息し、東京オリンピック･パラリンピ
ックが開催できること、経済も回復することを望みます。

中野会員、三澤会員、椎野会員、山本（哲）会員、若菜会員

誕生祝い

菊地会員、小澤会員、井上
弥代里様(代理:井上晋一
会員)、小澤浩美様(代理:
小澤会員)
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※3/14｢小谷子どもカフェ｣は新型コロナウイルス感染
拡大に伴い中止となりました。3/28分については追って
連絡があります。
※先日の理事会で当クラブの台北士林RC創立記念式
典訪問はお断りすると決まり2/25豊中南RC西口幹事
にご連絡したところ、豊中南RCでも全会一致で欠席と
決まったと報告がありましたので皆さんにお知らせし
ます。

1.第二クラブ委員会　中村委員長
木村町長卓話辞退ついての報告

その他受理
●ガバナー事務所
～地区研修協議会開催案内｛4/19(日)12:30点鐘　於:
　東海大学湘南キャンパス　登録料:7,000円/人｝
～【新型コロナウイルス】感染拡大に伴う地区からのお
　知らせ①｛3/11-13交換学生京都研修旅行:延期、3/　
　28-29インターアクト研修:中止、2/22第5グループIM:
　中止、第2･第7･第3･第1･各グループIM:開催予定、3/
　10PETS:開催予定(ただし懇親会中止)、4/19地区研
　修協議会:開催予定｝
～【新型コロナウイルス】感染拡大に伴う地区からのお
　知らせ②｛3/10PETS:延期、3/14国際奉仕を考える会:
　中止、4/19地区研修協議会:開催予定(変更の可能性
　あり)､ただし懇親会は中止、各クラブの例会:理事会
　を中心にそれぞれのクラブで判断･対応を要請します｝
～3月のロータリーレート｛1ドル＝110円｝(2月＝110円)
●寒川神社
～紀元祭･祈年祭･天長祭参列に対するお礼状
●寒川町
～ 4/5第70回観桜駅伝競走大会中止のお知らせ（協賛
　金10,000円は返金されます）

週報受理
台北士林RC

同好会報告
ゴルフ同好会　椎谷会長
今日現在で4/2、第244回コンペは15名の参加をいた
だいております。

本日予定しておりました木村町長の卓話ですが、町の方
針として町長はイベントや会食の伴う席には出席できな
いと決められたため、本日の例会出席を辞退されまし
た。そこで急きょ鈴木会員と三澤会員に卓話をお願いし
たのですが、本日欠席されている三澤会員も職業柄こう
いった集りには出ないようにとのお達しが出たそうで、
同業の椎野会員共々しばらくは例会欠席になると思い
ます。ですので、これから鈴木会員に卓話をしていただ
いた後、今後の寒川RCの例会開催についてクラブフォ

委員会報告
なし

　皆さん、こんばんは。新型コロナウイルスが猛威を振
　るう中ご出席いただきましてありがとうございます。
　本日は例会内容変更により、鈴木会員の卓話とウィル
　スの影響による例会開催について皆様よりご意見を
　いただきます。鈴木会員始め皆様よろしくお願いしま
　す。
◎高波幹事
　私事ではありますが長女の大学卒業と就職が決まり
　ましたのでスマイルします。
◎菊地会員
　誕生祝ありがとうございます。口数は多くなり行動は
　鈍くなりましたがよろしくお願いします。
◎小澤会員
　本日は家内と私、ダブルの誕生祝ありがとうございま
　した。私はお蔭様で還暦を迎えることができました。
　今後ともよろしくお願いいたします。
◎井上(晋)会員
　妻の誕生祝ありがとうございます。
◎鈴木(郁)会員
　町長さんが来られないのでピンチヒッターで卓話をし
　ます。月とスッポンですので適当に聞いてください。
◎椎谷会員
　1）会員卓話鈴木郁男会員、期待しています。
　2）寒暖の差が大きいので皆様ご自愛ください。
◎秋本、石腰、石塚、磯川、、井上(稔)、入澤、内野、金子、
清水、下里、、鈴木(正)、中村、橋本、林、三留、村松、山本
(和)、各会員

◎青木会長・高波幹事

21６1回スマイルボックス
第二クラブ委員会　入澤委員　合計33,000円

例会変更
幹事報告

大和田園、綾瀬、藤沢北西、綾瀬春日、各RC
藤沢、茅ヶ崎湘南、大和中、各RCは新型コロナウイルス
感染リスクを減らすため3月中休会



2.会員卓話　鈴木郁男会員
「新型コロナウイルスの経済への影響」

3.クラブフォーラム｢新型コロナウイルス感染拡大に伴
う例会開催の可否について｣
資料******************************************

ーラム/クラブ協議会を行いたいと思います。ご承知の
通り町からも様々なイベント中止のアナウンスが届いて
おりますし、地区としてもPETSを始めセミナーやIMの
延期･中止が発表されています。近隣クラブに於いても
例会を休会にするところも出て来ました。寒川RCは来
週、商工倶楽部での移動例会が予定されています。そ
のあと2回の例会はもともと休会となっていましたが
3/29には花見移動例会が予定されています。これらに
ついてクラブとしてどうするか、青木会長を議長に本日
皆様からご意見をいただき、この場で3月中の例会につ
いて決定させていただきたいと思います。4月以降の例
会については今後の感染拡大状況を見た上でまた理事
会で決めることになると思います。よろしくお願いいた
します。

今回の新型コロナウイルス感染拡大の経済への影響に
ついてですが、早く収束させないと日本経済に大きな打
撃を与えます。観光･交通･小売り、さらにイベントや集
会が中止になり消費にブレーキがかかっています。ライ
ブの中止や無観客試合で数百億円のマイナスだとか。こ
うなると、どのくらいマイナスなのかわからないくらいマ
イナスです。訪日外国人の急減に加え、日本のGDPの6
割を占める個人消費が外出をしないので振るわず、景
気の停滞が懸念されます。政府はここ1-2週間が抑止で
きるか拡大するかの山場になると言っていますが、こう
いう時は政府がリーダーシップを取って英知を絞り、そ
して最後は責任を取る覚悟で対応しなければいけませ
ん。ダイヤモンド･プリンセス号への対応について。感染
者の受入れができるのは国の施設か日本にはまだない
病院船しかないところ、愛知の藤田病院は良く受け入れ
てくれました。与野党ともいつまでも桜を観ていないで
、時限立法で暫定的に対応すべきです。この新型コロナ
ウイルスの対応を上手くやらないと日本経済全体が大打
撃を受けることになります。とにかく公共の利益を最優
先にして､損害を被ったらあとで補償すべきです。現時点
でGDPは3兆円位マイナスと言われていますが、最悪の
場合は東京オリンピック･パラリンピックの延期ないし
は中止にならないとも限らず、そうなれば莫大なお金を

かけているので大赤字となることは間違いありません｡
武漢の企業は2/20から3/10まで操業中止することを
中国政府が決めた結果、サプライチェーンの部品欠品に
より、一部自動車や電機等の組み立てが不可能になる
ことも大きな打撃です。日本政府は後手後手対応の中、
確定申告の期限を1ヶ月遅らせたことは良いことです。
何しろ換気が悪く人が密に集まるような行事はしばらく
中止した方が良いと思います。日本政府は2/20に発表
した2月の月例経済報告で｢景気は緩やかに回復してい
る｣との判断を維持しました。雇用や所得の環境が底堅
く、個人消費は回復傾向にあると見るが、世界経済の減
速で弱含む生産や設備投資などの統計とのズレが目立
ちます。足元では新型コロナウイルスの感染拡大が新
たなリスクとなっており、市場では日本経済は後退局面
にあるとの見方をしています。｢能天気に持ち直してい
ると言っているわけではない｣と西村経済財政･再生相
は記者会見で強調しました。政府がこの判断を維持し
たのは経済の基礎的条件として重視する雇用･所得の
環境が安定しているためです。しかし、例えば完全失業
率は直近の数字で19年の12月も2.2%と歴史的低水準
です。西村さんの言っているデータはコロナ発生前の数
字で、1月､2月と月を追うごとに悪くなっています。一方
、生産･設備投資･輸出･輸入ともに減っているので、我々
の実感としては景気は回復しているとは思えないが、政
府が悪い悪いというとさらに悪くなる恐れがあるので、
これも仕方ないかなと思います。2月末に発表した中国
のPMI(購買担当者景気指数)は、製造業が35.7、非製
造業が29.6となっており、50が好不調の分かれ目です
のでリーマンショック以下のかなり悪い数字です。日本
は中国経済にある程度依存しています。中国経済が急
ブレーキをかけたので日本経済もこれから本格的に悪
くなると思います。このような経済状況を見て、日･米･
欧州の株価が10%以上、時価総額が1割以上下落して
います。日本のGDPも1～ 3マイナスになるとの予想が
出ています。いずれにしても今回の新型コロナウイルス
感染が収束するか拡大するかで経済の状況が変わるの
で、何とか早く終息してもらいたいものです。

【第2780地区】
〇3/10PETS：延期　〇4/19地区研修協議会：開催、懇
親会中止。ただし変更の可能性あり　〇3/14国際奉仕
を考える会：中止　〇感染者が出ている第5グループの
IM：中止、その他のIMは今のところ開催予定　〇各ク
ラブの例会についてはそれぞれで判断するよう要請、
3/3再度委員会を開催し検討
【他クラブ】
〇茅ヶ崎湘南RC：3月いっぱい休会　〇藤沢RC：第2
週目まで休会。その後については後日連絡　〇茅ヶ崎
中央RC：出席免除で例会自体は開催
【寒川総合図書館】
不特定多数の30名以上の参加者が見込めるイベント：
中止



【寒川総合体育館】
3/2(月) ～15(日)までの会議室等を利用した教室：中止
【小谷子どもカフェ】
3/14中止
【3/1(日) 20:41配信 朝日新聞デジタル】
新型コロナウイルスの感染が広がっていることを受け、
安倍晋三首相は1日、政府対策本部の会合で、換気が悪
く、人が密集するような空間に集まることを避けるよう
国民に求めた。専門家による調査で、スポーツジムや屋
形船などで小規模な患者の集団(クラスター )が発生し
、1人が12人に感染させた例があったという。厚生労働
省によると、2月26日までに明らかになった国内の感染
者110人の濃厚接触者らを調べた結果、屋形船での集
団発生では1人が12人に、スポーツジムの事例では1人
が9人に感染を広げていたことがわかった。政府は、密
閉空間など換気が悪く、人が密に集まって過ごすような
場所が集団感染の共通点と判断。こうした場所を避け
るよう国民に呼びかけた。一方、感染者の約8割は誰に
も感染させていなかったという。また、イベントの大小
にかかわらず、開催の必要性について検討するよう要
請。開催する場合は、風通しの悪い空間や、人が至近距
離で会話する環境をなるべくつくらない実施方法の検
討を求めた。イベントや集まりに対する政府の要請は段
階的に強まっている。政府が25日に公表した基本方針
では、主催者に開催の必要性の検討を求めたものの、｢
全国一律の自粛要請ではない｣としていた。だが翌26日
には一転、大規模な文化イベントなどを2週間、中止か
延期、縮小するよう求めた。新型コロナウイルスは、感染
者のせきやくしゃみのしぶきを吸い込む飛沫感染や、ウ
イルスが付いた手で口や鼻を触ることによる接触感染
でうつる。潜伏期間が1～14日ほどと、インフルエンザ
の1～ 3日に対して長く、発症前でも感染を広げる恐れ
がある。発症後もしばらくは症状がかぜと同じで気づき
にくい。こうしたことから、若い人を中心に、本人が気づ
かないまま感染を拡大させる事態が懸念されている。
中国でも、湖北省の女性が南京市で家族と会食し、結
果的に10人に感染を広げた事例が報告されている。安
倍首相はまた、政府がマスクをメーカーから買い取り、
感染者が増えている北海道で配る方針を明らかにした。
■集団感染が起こった場所や状況
・スポーツジム　・屋形船　・ビュッフェスタイルの会食
・雀荘（じゃんそう）　・スキーのゲストハウス　・密閉さ
れた仮設テント
■集団感染の共通点
・換気が悪い　・人が密に集まって過ごすような空間
・不特定多数が接触するおそれが高い場所
【国内外の発生の状況】

【神奈川県内　新型コロナウイルスに感染した患者の
発生状況】掲載日：20.3.2
△患者の概要(県内27例目)
3月1日、50代、女性、居住地：神奈川県鎌倉保健福祉事
務所管内(鎌倉市、逗子市、三浦市、三浦郡葉山町)、職
業：無職、2月28日に発表した70代女性患者の濃厚接
触者(同居親族)、渡航歴なし、鎌倉のホットヨガスタジ
オでレッスン、船橋市在住の親族も陽性
△患者の概要(県内24例目)
2月28日、70代、女性、居住地：神奈川県鎌倉保健福祉
事務所管内(鎌倉市、逗子市、三浦市、三浦郡葉山町)、
職業：無職、渡航歴なし、JR大船駅で体調不良となる
【感染確認者数 都道府県別の内訳（3月2日午前10時
半時点】
北海道 72人 / 東京都 39人 / 愛知県 32人 / 神奈川県 
25人 / 千葉県 14人 / 和歌山県 13人 / 石川県 6人 / 熊
本県 5人 / 大阪府 4人 / 福岡県 3人 / 沖縄県 3人 / 高
知県 2人 / 長野県 2人 / 岐阜県 2人 / 京都府 2人 / 宮
城県 1人 / 栃木県 1人 / 埼玉県 1人 / 新潟県 1人 / 静
岡県 1人 / 三重県 1人 / 兵庫県 1人 / 奈良県 1人 / 愛
媛県 1人 / 徳島県 1人 / 厚生労働省の職員や検疫官な
ど 9人 / 計243人

*************************************************
青木会長
これらの状況を受け、寒川RCとして3/9の商工倶楽部
での移動例会と3/29の花見移動例会をどうするか、ご
意見をいただきたいと思います。
〇3月いっぱい休みに
〇自分の職業上出席できない人も出てきて皆が同じ状
況ではなくなっている。地域の状況や他クラブの動向を
見て3月いっぱいは休会した方がいい
〇3/29花見移動例会は現在23名出席の予定。キャンセ
ルするなら早ければ早い方がいい
〇本来ならもう少し様子を見て決めるべきだろうが、あ
まり近くなってキャンセルするもの相手に申し訳ない
〇とりあえず3/9を休会にし、後日3/29について再度理
事会で審議するのはどうか
〇もともと3/16と23は休会だったのだから、残りの2
回を休会にし3月いっぱいは例会をやらない方がいい



〇FAX理事会というのも時間がかかる。来週のことなの
で今決めた方がいい。
〇いろいろな所で集会を取りやめる方向で動いている
ので、ロータリーだけが無理をして集まることもないの
では
〇休会にせずやった方がいい
〇各団体それぞれ自分のところで判断するということに
なっているが、密閉された空間に人がたくさん集まって
飲食するようなことはやめてくださいという政府の要請
などを考慮すると、休めるものなら3月いっぱい休んだ
方がいい
〇会員の中で感染者が出たとき、誰が責任を取るのか
ということになるのでとりあえず3月中は休会にした方
がいい

ほとんどの皆さんが3月中の例会を休会にするという
ご意見のようです。ここで、理事役員は別室に移動して
いただき、臨時理事会を開催します。

臨時理事会で審議の結果、3/9と3/29の例会を休会と
し3月いっぱいはすべての例会を行わないことに決ま
りました。4月以降の例会については後日理事会を開催
し決定することとします。
ありがとうございました。


