
                

 

 

 

 

 

 

【2020-21 年度 地区方針】ためになる魅力あるロータリー～自分を磨き品格とクラブの魅力を高めよう〜   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

   例 会 報 告     

 開会点鐘  伊藤 稔会長  

 司  会   鹿島 義久会場監督 

 合  唱   「君が代」「奉仕の理想」 

 お客様紹介 朝倉 和信親睦活動委員 

今後のプログラム予定 

12月 プログラム名 

第 2例会 12月 8日 

米山奨学金授与式 

李丹さん 

卓話 セーンジャーさんと 

その仲間による馬頭琴の

演奏 

第 3例会 12月 15日 

卓話  

富士通テクノロジーホール  

館長 高瀬 哲也様 

出 席 報 告 市川 宏出席副委員長 

会員数 出席数 欠席数 出席率 前々回訂正出席率 

42 名 35 名 

7 名 

対象外 

（4） 

92.11％ 

欠 4 名 

対象外 

（4） 

MU0 名 

 

100％ 

 

【本日の欠席者】 三木 治一会員  小林 敏伸会員   

小島 満 会員  金子 利昭会員  小島 徹 会員 

大友 徹 会員  志村 修司会員 

ニコニココーナー 佐川 陽子会場監督(補) 

小川 湧三様：お世話になります。 

伊藤 稔会長：島先生、本日はお忙しいところ卓話

ありがとうございます。よろしくお願い致し

ます。 

長戸 隆彦幹事：島先生、本日はよろしくお願い致し

ます。 

伊藤 伊藤 文治会員：島先生、今日はご苦労様です。 

中山 武夫会員：島先生、卓話ご苦労様です。 

廣山 宗一会員：島先生、卓話ありがとうございます。 

鹿島 義久会員：本日は年次総会です。一年間皆様

方には大変お世話になりました。これから

もよろしくお願いします。 

川口 禮敬会員：島先生、卓話ありがとうございます。

いつも大変お世話になっております。拝聴

させて頂きます。 

冨岡 昭一会員：島先生、本日卓話楽しみに拝聴さ

せて頂きます。 

白井 正男会員：本日の卓話、島先生楽しみです。よ

ろしくお願いいたします。 

朝山 秀男会員：島先生、本日の卓話楽しみにしてい

ます。 

細山 勝三郎会員：久々の島先生の卓話、楽しみで

す。ありがとうございます。 

堀一 慶明会員：島先生、卓話楽しみにしています。 

 

ゲスト 
小川 湧三様 
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渡邉 新治会員：卓話楽しみにしています。本日もよ

ろしくお願い致します。  

内藤 幸彦会員：2020年コロナ禍の 1年になってしま

いました。今も継続中です。1年の締めくく

りに島先生に、コロナの話をして頂きまし

て、明るい 2021年を迎えたいと思いま

す。よろしくお願い申し上げます。 

野口 新二会員：寒くなりました。風をひかないよう、今

日よろしくお願い致します。 

小丸 日出夫会員：次年度の理事役員候補の皆様、ク

ラブ運営が更に厳しいと思われますがよ

ろしくお願いいたします。 

合計   16件 27,    17,000円 

累計  256件    315,000円 

会 長 報 告 伊藤 稔会長 

１． 地区より 2020-21年度地区ロータリー財団補

助金管理セミナー開催のご案内が届いてお

ります。日 時：12月 10日（木） 15：00〜17：

30 場 所：メモワールプラザソシア 21 4F

「ザ・ウィング」 
２． 公益財団法人 米山記念奨学会より米山功

労者への感謝状が届いております。 

第 9 回 米山功労者  小泉 繁勝会員・内

藤 幸彦会員 第 7 回 米山功労者  上原 

伸一会員・長谷川 俊雄会員 第 3 回 米山

功労者  渡邊 新治会員 

３． 公益財団法人川崎市国際交流協会より、「第

26 回外国人市民による日本語スピーチコン

テスト」の開催のご案内が届いております。

日 時：2月 6日（土） 13：00〜 場 所：川崎

市国際交流センター 詳細は回覧致します。 

４． 先般の卓話者 日本親子体操協会 大久保

裕美様よりお礼のメールが届いております。 

回覧致します。 

幹 事 報 告 長戸 隆彦幹事 

１． 例会変更 

横浜日吉   12月 2日（水）  休会 

        12月 13日（水）  クリスマス家族会 点鐘

18：00於：Ristorante MANGIARE ウォータ

ーエッジ YOKOHAMA  

２． 本日例会終了後、理事役員会を開催致し

ます。 

３． ＜12月の予定＞ 

12/1  通常例会 年次総会 理事役員会 

12/8  通常例会 

12/15 通常例会 

12/22 通常例会 納会 

12/29 休会 

お 祝 い ご と 

入会記念日 
島 利夫会員 
貝田 充会員      大友 徹会員 
会員誕生日 
朝山 秀男会員     渡邉 新治会員 
長戸 隆彦会員 
結婚記念日 
原 敏之会員 
 

 
 

会員誕生日 
 
渡邉 新治会員 朝山 秀男会員  長戸 隆彦会員 
 

年 次 総 会 

 
2021～2022年度 理事・役員候補者 
 
会長          貝田  充  
副会長         金子 利昭 
理事・クラブ奉仕   金子 利昭 
理事・職業奉仕    内藤 幸彦 
理事・社会奉仕    白井 正男 
理事・国際奉仕    細山勝三郎 
理事・青少年奉仕   長谷山尚城 
直前会長        伊藤  稔 
会長エレクト      島  利夫 
幹事           原  敏之  
副幹事         川口 禮敬  
会計           冨岡 昭一 
副会計         朝山 秀男 
会場監督        渡邉 新治 
副会場監督      大友  徹 
会計監査        内田 義治 
                    
立会人：栗原 茂昭会員 佐川陽子会員 

 

 



卓 話 

 
新型コロナウイルス感染症の現状と予防対策 

島脳神経外科整形外科医院 

理事長 島 利夫 

 

 

 

 

 

 



避ける! 密閉、密集、密室 

1. 飲食を伴う 懇親会 夜間の外食 

2. 大人数や長時間に及ぶ飲食 総会、学会 

3. マスクなしでの会話 ＲＣ例会、自宅 

4. 狭い空間での共同生活 合宿、寮生活 

5. 居場所の切り替わり 休憩室、喫煙所、更衣

室 

濃厚接触者の定義 

コロナに感染している人に次の条件で接触した 

人はコロナ濃厚接触者と定義する。 

距離が 1ｍ以内＋マスクなし＋15分以上会話 

新型コロナウイルス感染が陽性であった場合に 

は、発症する 2日前から発症後 7～10日間 

程度が感染可能期間、いわゆる人に感染させて

しまう危険性のある期間としています。 

今できることをしましょう 

体温が 37度以上の時は欠席し、出席を強要し 

ないでください。 

コロナ感染が収まるまで、一時的に例会進行手

順の変更はできないでしょうか。 

例会前半の会長、幹事、出席報告などの発言の

15分の間に、寂しいですが無言で食事をしまし

ょう。 

12時 45分～13時にマスクをして食後の楽しい

歓談をしましょう。 

アクリル板をテーブルに設置を検討してもらい

ましょう。 

換気のため窓扉を開放にする。 

大切なこと 

・感染がおきたとしても、誰も悪くない。 

・感染してしまった当人が、間違いなく一番辛

い。 

・感染対策は一人では絶対にできません。 

・会員全員が正しい知識を持ち、感染を広げな

いような行動をとりましょう。 

・正しい知識を持ち、何を恐れなければならな

いかを知れば、感染からの恐怖からあなたを

救います 

 


