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望月会長
ロータリーソング 「奉仕の理想」
音楽をお聴きください。
ビジター
望月会長
◎米山奨学生
 スレンダバガ ビンデリヤ さん
感謝状贈呈
本田会員
点

鐘

新会員紹介
＊名 前
岩田 康弘
・入会年月日 2020年８月18日
・職業分類
電信電話
・勤務先
東日本電信電話㈱群馬支店
・役 職
第一・第二ビジネスイノベーション部長
・推薦者
本田博己
記念品贈呈
狩野副会長
■誕生祝
木村 好文、廣田 哲也、
三輪
斉、小神野憲司、
菊川 善明、和田
弘、平出 武史、中島慎太郎、
石川
敬、片桐 伸也、北村
啓、佐藤 美恵、
遠山 昌子、前田
修、今泉 友一、栗原 公夫
■結婚祝
岡山 和裕、西川 定男、柘植信一郎、猪熊 政和、
米田 俊博、林
徹郎、作能小百合、石川
敬
■皆勤賞
横田 幸雄（満２年）
バッジの贈呈
望月会長
平元会員、菊池会員

奨学金贈呈
望月会長
米山奨学生
 スレンダバガ ビンデリヤ さん
会長報告
望月会長
会長の時間
望月会長
コロナウイルス感染症について

会

長…望月

和子

幹

事…石塚

春彦

クラブ会報委員長…片山

康浩

編

光永

集

者…神山

前橋市でも、コロナ感染が増加して
きました。ホストクラブのクラスター
から、若い人、家庭内感染、市中感染
と拡がってきました。感染者数に一喜
一憂しがちですが、コロナウイルスと
共存しなければいけない状況で、どう捉えればいいの
かの考え方の一つとして、慈恵医大外科学大木隆生教
授の論文を紹介したいと思います。
コロナウイルスの潜伏期間は、１〜 14日です。
８割の人は、無症状ないし軽症です。残りの２割が
肺炎を合併します。高齢者・基礎疾患のある人は重症
化しやすい傾向があります。しかし基礎疾患のない若
い人が突然重症化することもあります。
無症状・軽症者からの感染、さらには発症２日前か
ら感染があるといわれています。
コロナ感染では、感染者を減らすこと、死者を減ら
すこと、PCR検査を増やすこと、医療崩壊を避ける
ことが重要と言われてきました。しかし大木先生は、
コロナ感染のゴールは、日本と世界の人口の６割が免
疫を獲得し、集団免疫を獲得することだと述べていま
す。集団免疫を獲得するためには、２つの方法があり
ます。一つはワクチンによるものであり、もう一つは
自然に感染して集団免疫を獲得する方法です。ワクチ
ンは、早いと年末には接種可能になるとの報道もあり
ますが、ワクチンは、健常者に接種するため副作用に
対するハードルが非常に高いこと、また接種すること
によって、却って感染を悪化させることもあり、楽観
は許されません。二つ目の自然感染・集団免疫ルート
です。大木教授は、日本ではオーバーシュートが起こ
らず、死亡率の低さに着目しています。死亡率の分子
は死者数、分母は感染者数ですが、日本ではPCR検
査が少ないため、実際の死亡率より高い数字となって、
真の死亡率は、インフルエンザと同等位と述べていま
す。なぜ日本の死亡率が低いのでしょうか？これには
２つの仮説があります。
①国の政策・高齢化の程度・合併症の頻度・BCG
接 種・ 医 療 環 境・ 国 民 性・ 衛 生 観 念・ 生 活 習 慣・
HLAなどの遺伝的素因が挙げられますが、この中で
BCG接種（日本株）をしている国に、死亡率が低い

ということがあります。BCG接種により、自然免疫
が強化され、真菌・ウイルス・細菌を含む感染症に対
して抵抗力を持つといわれています。
②すでにコロナウイルスに対して見えざるオーバー
シュートが起こっているという説。これは大木先生だ
けではなく、京都大学大学院特定教授上久保先生も指
摘しています。新型コロナウイルス感染症は2019年
11月から武漢で流行が始まりました。中国から日本
への旅行者数は2019年12月で71万人、2020年１月
で92万人もの中国人が来日しています。さらに武漢
が１月23日に封鎖される前に数百万人が脱出しその
うち１万人もの中国人が来日しています。検疫の甘さ
（例え発熱者でも解熱剤を飲み、武漢からではないと
言えばOKだった時期もあったようです）もあり、大
勢の中国人が来日していました。１〜３月の風邪様症
状がコロナウイルスS型であった可能性があり、この
時にコロナの免疫を獲得したと考えられます。S型は
弱毒性のため、T細胞による対処のため、抗体は陰性
となります。
大木先生は、次の様に結論づけています。
日本では新型コロナの死亡率はインフルエンザと同
等と考えられ、極めて低く、尚且つオーバーシュート
も起こっていないので、クラスターの発生には注意が
必要ですが、それ以外は手指の消毒・マスクの着用・
ディスタンスを取るという、通常の感染対策でいいと
述べています。
コロナウイルス感染症の２類指定感染症指定も再考
される様です。通常の感染対策をした上で、インフル
エンザと同じ様な対応でいいのかなと思います。
今までの例会形式に、Zoomによる例会ができる様
今環境を整備しているところです。
決算報告
2019－2020年度
菊川善明会長
会計監査
丸山研二会員

石塚幹事
１．今月より例会再開となりますが、短縮形式の例会
を継続させて頂きます。
２． 既にご案内がまわっていますが、今月26日バラ
園パワーアッププロジェクトがあります。メーク
アップ対象事業となっており、望月年度の重点項目
です。また、昨年との継続事業でありますので見学
だけでも構いませんのでご参加を宜しくお願いしま
す。
３． 新会員セミナーが今月15日ロイヤルチェスター
前橋にて開催されます。
 該当者の方は宜しくお願いします。
４．内山会員より、メモリアル・コントリビューター
を寄付頂きましたことを報告致します。
５．ガバナー月信
 本日ガバナー月信の案内をBOXにいれさせて頂
幹事報告

きました。QRコードより、ご覧頂きたいと思いま
す。また、入り口にも用意してありますのでお時間
のある時にご覧ください。
 また、日本のロータリー 100周年記念実行委員会
より記念切手発売の案内がありました。ご興味のあ
る方は、幹事か事務局までお問い合わせ願います。
６．本日入会の岩田会員の所属は、副会場監督となり
ます。
７．９月のロータリーレート は、先月より１円上が
りまして、１ドル＝106円となります。
副幹事報告
三輪副幹事
伊勢崎南RC
出席報告
会 員 数：120名

{ 出席者
欠席者

101名
19名

本日出席率：84.87％
ニコニコBOX報告
■岩田康弘…本日の例会より参加します。宜しくお願
いします
■望月会長…岩田康弘さんの入会を歓迎します。
■栗原公夫…来る９月29日、満86才になります。先
が短くなりました。頑張ります。
■田部井俊勝…８月のゴルフ大会で、シニア部門で優
勝させていただき、今年のベストスコアでした。
一緒に回った、福島さん、米田さんに大変感謝
いたします。
■米田俊博…８月のゴルフ例会で優勝させていただき
ました。大たたきしたホールが全てハンディ
ホールとなり、又田部井さんと福島さんと楽し
くまわさせていただきました。ありがとうござ
いました。
■引馬章裕…皆様にチラシを入れましたが、前橋市と
連携して市民のスマホ化、マイナンバーカード
の取得の促進をやってます。ガラケーの方０円
でスマホに変えれますので是非ご利用下さい。
またスマホの方は是非マイナンバーカードを取
得して、d払いを利用して7500円お得にお買
い物をして下さい。
■石塚春 彦…ニコニコBOXが、奥でわかりづらいと
佐伯委員長からクレームがありましたので移動
しました。皆様のご協力よろしくお願いします。
ロータリーの友報告
ロータリーの友委員会 加藤真一

８月ゴルフ例会
赤城国際ＣＣ

令和２年８月22日（土）
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