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本日　11月２日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「電子帳簿保存法について」

市川　哲司 会員

次週　11月９日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「アルコールの弊害について」

下司病院 院長 山本　道也 氏

第2552回　例会報告／令和４年10月19日　天候　快晴
◇ロータリーソング
  「それでこそロータリー」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
本日は、会長報告の内容
を挨拶に代えたいと思い
ます。
　お手元に、今年度、今
年から３年分、の定款・

細則案をお届けしました。規定審議会が昨年
度の末にありまして、今年度の７月１日から
英語圏ではもう定款は採用されています。今
までは手続き要覧が届いてからの着手が通例
であったわけですが、この度は日本語訳が、
マイロータリーの方で掲載されましたので、
比較的早く手に入りました。それを元に我が
クラブの定款・細則というものを作らなきゃ
いけないということで取り掛かりました。標
準定款は、そのままクラブに採用しなきゃい
けないということですので、関係のない衛星
クラブの分は削除しましたけれども、そのま
まの文章になっています。
　それから、細則につきましては定款以外に、
それぞれのクラブの実情に合わせて補足した
り、それから場合によっては変更していい箇
所がありますので、それは変更することにい
たしました。この定款・細則の委員会のメン
バーとしては、役員会、理事会の方がそのま
ま委員としてなっていただきまして、いろい
ろ検討を重ねてまいりましたが、ようやく皆

さまのお目に掛けられるような状態になりま
したので、今日お配りしています。
　それで、せっかくですので、クラブの決め
事ですので、スケジュール的にもなるべく早
くやって、皆さんのお互いの共有、共通共有
したものを持ってクラブ活動をしたいと思っ
ております。
　定款の方は、これはメインですのでこれを
機会にしっかり読んでください。変更点はお
そらくほとんどありません。細則につきまし
ては少し変更を加えた方がいいのではないか
という意見もありまして、Ａ４の１枚物で、
主な変更点ということで出しております。見
ていただきながら聞いていただきたいと思う
んですが、まず、細則の第５条で、パスト会
長会というものを追加させていただいており
ます。パスト会長会というのは、従来より活
動していただいているんですけれども、細則
の実際の決まり事として、会長の候補を挙げ
るのに、実際は今指名委員会というような名
称を使いますけれども、実質指名委員会がパ
スト会長会の大きな役割を担っていただいて
おりましたので、それは細則に載せなければ
いけないという決まりが、実はあります。推
奨ロータリークラブ細則に記載されておりま
す。それで、パスト会長会を記載させていた
だくと同時に、クラブに降りかかる問題とい
いますか、難しいことがおきた場合、大体、
理事会で検討するんですけれども、なかなか
理事会でもクリアするのが難しいという問題
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が稀にあります。ので、ロータリークラブに
精通したベテランの方に相談する。いわば、
諮問委員会としての役割も担っていただきた
いということで、パスト会長会を細則に追加
しております。
　それから、第６条の例会の開催回数という
のは、実はうちのクラブというのは、ずっと
変わりなく毎週開催しておりますが、実際に
は、今定款では１カ月、実際にはフリーとい
うふうなことで決まりかかってたらしいんで
すけども、前回、この度ではなくて、2016年
の規定審議会で、最低２回にはした方がいい
んじゃないかということなので、実際には２
回の開催で定款上のスタンダードです。でも、
我がクラブとしては、やはり毎週開催がよか
ろうという、皆さんのご意見がありましたの
で、毎週の開催ということを、わざわざこれ
を細則に謳わなければ２回でいいという話に
なりますので、そこに謳います。
　それから、第６条の、同じく第６条の第３
節なんですけども、メイキャップは実際には
定款で、年内でいいということになってます。
なので、極端に言えば、今日休んでたら、来
年の６月末までにメイキャップすればいいと
いうのが定款上の決まり事なんですけれども、
それもやはり、今現在やってる前後２週間が
いいのではないか、ということになりました
ので、このような記載をしております。
　それから、第９条で細則の中で、ロータリ
ー財団委員会及び米山奨学委員会の記載が、
実はありませんでした。定款でロータリー財
団委員会というのはあるんですけれども、米
山奨学会というのは記載がなかったので、そ
れを加えました。
　それから、10条の出席義務規定の免除の中
で、今採用されているもの以外に、昨今のコ
ロナの問題なんかも同じようなことが再び訪
れないとは限らないということで、緊急を要
する出席義務規定ということで、通常は書面
によるとなっているんですけども書面によら
ずとも、例えば地震など、それから感染症の

流行など、そういうときには、書面によらな
くても幹事に何らかの形で伝えるだけで、免
除としていいのではないかというふうに思わ
れますので、細則に加えました。
　それから、前回の細則13条で、例会の議事
の順序というものも細かくありましたけれど
も、やはり今後のこととして、合理的な理由
があれば随時変更をして、よりよい例会を営
むということも考えられますので、あえて細
則に記載するものでもないのではないかとい
うことで、削除というふうにしております。
それで、スケジュール的に、申し訳ないんで
すけど、来週一杯、今日から来週の水曜日ま
でにしっかり、すみませんが読み込んでいた
だきまして、それで何かご意見があれば、ぜ
ひ私なり鬼田幹事のところにお話をしていた
だいて、それでまた理事会で、その検討をい
たします。もしなければ、11月の第１例会、
ここで皆さんのご意見を伺った後の、最終的
な案ができましたら、できると思いますので、
第１例会の、例会が終わって臨時総会で決定
をさせていただきたいというふうに思ってお
りますので、皆さんのご協力をよろしくお願
いいたします。
◇同好会案内
　先の理事会で承認をいただきました、仮称
ですが「歩こう会」です。実質２回目になり
ますが、11月６日に行う剣山トレッキングに、
現在11名が参加予定です。山に興味のある方
は、私の方に連絡をいただけたらと思います。
年３回ぐらいを予定していますが、いずれは
富士山などにも行きたいという希望がありま
す。
　10月26日の例会の後に、打ち合わせをした
いと思いますのでよろしくお願いします。
◇ロータリー情報委員会より
　11月９日㈬、18時30分から情報委員会主催
の勉強会を開催します。詳細は（この後は、
機械の不具合で、録音されていませんでし
た）

　高知のコロナ感染第１例は、全国の中でも
比較的早く起こりました。１例目の患者さん
は30代の看護師さんで、職場、家庭、友人に
も感染が広がりました。１例目は、知事、市
長の合同記者会見が行われ、関心が集中した
のが職場がどこかということでした。知事か
ら、県民の不安を増大させるので、公表を考
えてくれないかということがあり、勤務先の
医院長さんに了解をいただきました。クリニ
ックの医院長先生の英断には今も感謝してい
ます。ただ、そのことによって、クリニック
や１例目の患者さんに風評被害が起こりまし
た。
　未知の感染症に出合ったとき、人間は３つ
の感染症被害を被る。１つは病気そのもの。
２つ目は不安。３つ目は差別。この３つがぐ
るぐる回って負のスパイラルを描くと言われ
ています。
　第２波は夏頃に起こりました。このときは、
障害者支援施設で集団感染が起こり、最終的
には入所者12人、職員８人が発症。当時はＰ
ＣＲ検査が十分にできなかったため、探知が
遅れましたが、８日目に検査をして対応を開
始しました。きちんと対応すれば、その後の
広がりはそんなに多くはありませんでした。
感染症はきちんと対応すれば、蔓延を防ぐこ
とはできると思います。この事例で、もう一
つ、陽性となった方は医療センターに入院し
ました。治療のためには必要なことですが、
入所者の方は環境が変わって能面のような表
情になってしまいましたが、治って施設に帰
ると能面の表情が溶けるように普通の表情に
戻ったそうです。治療に必要なことでも、人
の心に負担をかけることがあるんだと感じま
した。
　ここの施設長さんは、風評被害を随分心配
されました。全くなかったわけではないけど、

励ましも多かったそうです。この事例は全国
記事になり、記事を見た方から「高知って温
かいね、うちではこんなこと絶対ないよ」と
私も電話やメールをいただきました。
　第１波、第２波までは未知の感染症という
イメージで、コロナウイルスの封じ込め、風
評被害の防止、対応も緊急事態とかロックダ
ウンといった物々しいものが求められました
が、第３波から少し状況が変わってきます。
30代女性の女子会で４人、ゴルフ、カラオケ
で５人、飲食で６人という飲食店やカラオケ
でのクラスター連鎖が起こりました。
　第４波は令和３年５月から６月にかけて起
こり、アルファ株に変わり、感染ギアが１つ
上がった感じでした。Ａ高校の女子バレー部、
今までのウイルスであれば、ここで終わった
と思いますが、アルファ株になったため、同
じ高校のバスケット部に感染が広がり、さら
に春季バレー大会で感染が次々と起こりまし
た。変異株が起こると、やはりそれまでと違
う感染対応が必要になることを感じました。
　この当時、高知市内では、感染が疑われる
と１日目で受診する方が６割でした。その６
割の方と、２日以上受診しなかった人とその
家族の陽性率を比べると２倍ぐらい違います。
つまり、早く見つけると入院等で周囲への感
染も防げるわけです。今後も、早期の検査協
力をお願いします。
　第５波はデルタ株に置き換わり、全国的に
も感染者が増えました。それまでの最高を塗
り替えて、８月25日には感染者111人。クラ
スター、集団感染もいろんなところで起きて、
保健所でもそれに対応する人数、電話回線、
ＰＣＲ検査のキャパシティが一杯になって、
いずれも振り切った状態になりました。朝か
ら夜まで10回線のランプは点きっぱなしで、
保健所スタッフの帰宅は午前２時、３時に及

ぶ状態。保健所全部に指令を出して増員をし
てもらいました。そして、ここで初めて自宅
療養が始まりました。
　自宅療養支援チームの活動は、まず健康観
察、生活支援については食料品を配送、医療
支援については、電話診療、薬局の調整、ホ
テルの入所調整、外来診療所の調整、夜間に
悪化する方のために特別な電話回線で対応。
この結果、自宅療養者から1人の死亡者も出
さず、第５派を乗り切ることができたのはあ
りがたいことだと思います。また、まん延防
止等重点措置、ワクチン接種、治療法の標準
化など、コロナとの戦い方も少し分かってき
たと思います。第３波から第５波までの対応
としては、クラスター防止、自宅療養での死
亡者の防止対応が求められました。

　20歳前後の若い人に向けた「コロナと心の
ワクチン」の文章紹介
　
　第５波から４カ月後にオミクロン株による
第６波が起こりました。想定を大きく上回り、
長期間、陽性者数が下がりませんでした。さ
らに、感染力の強いBA.5に置き換わり、第
７波が起こり、あっという間に感染が拡大し、
陽性者数が急増。人口30万人の高知市で１日
の陽性者が1000人を超える日があり、ピーク
時の自宅療養者数は8000人を超えていたと思
います。保健所の電話や何十台と用意した携
帯電話もフル稼働。発熱があっても医療機関
が一杯で受診できない。コロナ陽性者で病状
が悪化しても入院できない。救急の受け入れ

先も見つからないという医療崩壊が高知でも
起きました。
　第６波、第７波では、コロナの感染力が非
常に強くなり、潜伏期間も短くなり、結果、
陽性者が爆発的に増加。対策としては調査、
検査、フォロー態勢を重点化というか、優先
順位の高いものはするけど、それ以外はでき
ないという状況でした。事務職、派遣職員の
力を借りて、保険所のコア業務をしてもらい
ましたが、それ以外は事務的にこなす状態。
しかし、感染は拡大し、高齢者施設や医療機
関でクラスターが発生。基礎疾患を有する高
齢者から死亡者が出る状況は止めることがで
きませんでした。
　第６波では、高齢者施設クラスターでの死
亡者の軽減が主な対応でした。そのときの気
持ちを書いたのが「戦闘消耗」で、保健所の
疲弊と悲鳴を書いています。

　「戦闘消耗」の文章紹介

　先ほどの「コロナと心のワクチン」と「戦
闘消耗」の印象は違うかもしれませんが、コ
ロナ対応に取り組んだ保健所の光と影のよう
なもので、語っているのは一つのものだと
思っています。
　第７波もようやく落ち着き、保健所では、
ただ今、第８波に備えて準備をしています。
いつどのような形で起こるかは誰にも分かり
ませんが、皆さま方にもご協力いただければ
幸いです。

•豊田　誠　お車代をニコニコへ
•浦田健治　保健所の方々のご苦労をよく伝
えていただき、感謝いたします。１日も早い
コロナの収束を願っております。
•鬼田知明　豊田さん、本日は貴重なお話を
ありがとうございました。先週は、親睦委員
会の皆さま、お疲れ様でした。おかげ様でと
ても良い創立記念夜間例会が開催できました。
•𠮷永光男　先週の創立記念夜間例会、手を
つないで、手に手を歌うと心が通って楽しか
ったですね。
•土居祐三　誕生日と結婚記念日のお礼です。
一昨日、結婚30周年、真珠婚式を迎えました。
子どもに「30年もよく一緒に居るねぇ」って
言われてしまいました。先週、朝ドラ「舞い
上がれ」の舞台、長崎の五島に行ってきまし
た。美しい自然と教会群、なかなか良かった
ですよ。皆さまも機会があれば、ぜひ行って
みてください。
•前田　博　青森へ旅行中の家内より連絡。
初雪、紅葉に感激！と。私は一人さみしく、
家でのんびりと。

•福岡満喜子　水曜会で、晴天のもと市役所
前の花壇のお花の贈呈式と植え替えを市長さ
んと一緒に行いました。近くにお出での折に
は眺めてください。前川さん、お世話になり
ます。
•関　淑公　結婚記念お礼。結婚57年を迎え
ます。ありがとうございます。
•高橋典子　10月16日㈰本山町にて、３年ぶ
りにオブリの森活動が実施できました。入社
３年目の三愛オブリ社員が来高し、間伐作業
をさせていただきました。ご協力いただいた
関係者に感謝の気持ちを込めてニコニコに寄
付させていただきます。
•中平真理子　ホタル会幹事さんお世話にな
りました。創立記念夜間例会、皆さまお疲れ
様でした。水曜会からたくさんご出席いただ
いてよかったです。
•前川美智子　11月９日㈬18：30（場所未定）
からロータリー情報委員会主催の勉強会を行
います。特に入会３年未満の方には積極的に
ご参加をよろしくお願いいたします。
•ザ クラウンパレス新阪急高知　いつもありが
とうございます。
◇遅刻　１件
◇早退　２件
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の規定審議会で、最低２回にはした方がいい
んじゃないかということなので、実際には２
回の開催で定款上のスタンダードです。でも、
我がクラブとしては、やはり毎週開催がよか
ろうという、皆さんのご意見がありましたの
で、毎週の開催ということを、わざわざこれ
を細則に謳わなければ２回でいいという話に
なりますので、そこに謳います。
　それから、第６条の、同じく第６条の第３
節なんですけども、メイキャップは実際には
定款で、年内でいいということになってます。
なので、極端に言えば、今日休んでたら、来
年の６月末までにメイキャップすればいいと
いうのが定款上の決まり事なんですけれども、
それもやはり、今現在やってる前後２週間が
いいのではないか、ということになりました
ので、このような記載をしております。
　それから、第９条で細則の中で、ロータリ
ー財団委員会及び米山奨学委員会の記載が、
実はありませんでした。定款でロータリー財
団委員会というのはあるんですけれども、米
山奨学会というのは記載がなかったので、そ
れを加えました。
　それから、10条の出席義務規定の免除の中
で、今採用されているもの以外に、昨今のコ
ロナの問題なんかも同じようなことが再び訪
れないとは限らないということで、緊急を要
する出席義務規定ということで、通常は書面
によるとなっているんですけども書面によら
ずとも、例えば地震など、それから感染症の

流行など、そういうときには、書面によらな
くても幹事に何らかの形で伝えるだけで、免
除としていいのではないかというふうに思わ
れますので、細則に加えました。
　それから、前回の細則13条で、例会の議事
の順序というものも細かくありましたけれど
も、やはり今後のこととして、合理的な理由
があれば随時変更をして、よりよい例会を営
むということも考えられますので、あえて細
則に記載するものでもないのではないかとい
うことで、削除というふうにしております。
それで、スケジュール的に、申し訳ないんで
すけど、来週一杯、今日から来週の水曜日ま
でにしっかり、すみませんが読み込んでいた
だきまして、それで何かご意見があれば、ぜ
ひ私なり鬼田幹事のところにお話をしていた
だいて、それでまた理事会で、その検討をい
たします。もしなければ、11月の第１例会、
ここで皆さんのご意見を伺った後の、最終的
な案ができましたら、できると思いますので、
第１例会の、例会が終わって臨時総会で決定
をさせていただきたいというふうに思ってお
りますので、皆さんのご協力をよろしくお願
いいたします。
◇同好会案内
　先の理事会で承認をいただきました、仮称
ですが「歩こう会」です。実質２回目になり
ますが、11月６日に行う剣山トレッキングに、
現在11名が参加予定です。山に興味のある方
は、私の方に連絡をいただけたらと思います。
年３回ぐらいを予定していますが、いずれは
富士山などにも行きたいという希望がありま
す。
　10月26日の例会の後に、打ち合わせをした
いと思いますのでよろしくお願いします。
◇ロータリー情報委員会より
　11月９日㈬、18時30分から情報委員会主催
の勉強会を開催します。詳細は（この後は、
機械の不具合で、録音されていませんでし
た）

　高知のコロナ感染第１例は、全国の中でも
比較的早く起こりました。１例目の患者さん
は30代の看護師さんで、職場、家庭、友人に
も感染が広がりました。１例目は、知事、市
長の合同記者会見が行われ、関心が集中した
のが職場がどこかということでした。知事か
ら、県民の不安を増大させるので、公表を考
えてくれないかということがあり、勤務先の
医院長さんに了解をいただきました。クリニ
ックの医院長先生の英断には今も感謝してい
ます。ただ、そのことによって、クリニック
や１例目の患者さんに風評被害が起こりまし
た。
　未知の感染症に出合ったとき、人間は３つ
の感染症被害を被る。１つは病気そのもの。
２つ目は不安。３つ目は差別。この３つがぐ
るぐる回って負のスパイラルを描くと言われ
ています。
　第２波は夏頃に起こりました。このときは、
障害者支援施設で集団感染が起こり、最終的
には入所者12人、職員８人が発症。当時はＰ
ＣＲ検査が十分にできなかったため、探知が
遅れましたが、８日目に検査をして対応を開
始しました。きちんと対応すれば、その後の
広がりはそんなに多くはありませんでした。
感染症はきちんと対応すれば、蔓延を防ぐこ
とはできると思います。この事例で、もう一
つ、陽性となった方は医療センターに入院し
ました。治療のためには必要なことですが、
入所者の方は環境が変わって能面のような表
情になってしまいましたが、治って施設に帰
ると能面の表情が溶けるように普通の表情に
戻ったそうです。治療に必要なことでも、人
の心に負担をかけることがあるんだと感じま
した。
　ここの施設長さんは、風評被害を随分心配
されました。全くなかったわけではないけど、

励ましも多かったそうです。この事例は全国
記事になり、記事を見た方から「高知って温
かいね、うちではこんなこと絶対ないよ」と
私も電話やメールをいただきました。
　第１波、第２波までは未知の感染症という
イメージで、コロナウイルスの封じ込め、風
評被害の防止、対応も緊急事態とかロックダ
ウンといった物々しいものが求められました
が、第３波から少し状況が変わってきます。
30代女性の女子会で４人、ゴルフ、カラオケ
で５人、飲食で６人という飲食店やカラオケ
でのクラスター連鎖が起こりました。
　第４波は令和３年５月から６月にかけて起
こり、アルファ株に変わり、感染ギアが１つ
上がった感じでした。Ａ高校の女子バレー部、
今までのウイルスであれば、ここで終わった
と思いますが、アルファ株になったため、同
じ高校のバスケット部に感染が広がり、さら
に春季バレー大会で感染が次々と起こりまし
た。変異株が起こると、やはりそれまでと違
う感染対応が必要になることを感じました。
　この当時、高知市内では、感染が疑われる
と１日目で受診する方が６割でした。その６
割の方と、２日以上受診しなかった人とその
家族の陽性率を比べると２倍ぐらい違います。
つまり、早く見つけると入院等で周囲への感
染も防げるわけです。今後も、早期の検査協
力をお願いします。
　第５波はデルタ株に置き換わり、全国的に
も感染者が増えました。それまでの最高を塗
り替えて、８月25日には感染者111人。クラ
スター、集団感染もいろんなところで起きて、
保健所でもそれに対応する人数、電話回線、
ＰＣＲ検査のキャパシティが一杯になって、
いずれも振り切った状態になりました。朝か
ら夜まで10回線のランプは点きっぱなしで、
保健所スタッフの帰宅は午前２時、３時に及

ぶ状態。保健所全部に指令を出して増員をし
てもらいました。そして、ここで初めて自宅
療養が始まりました。
　自宅療養支援チームの活動は、まず健康観
察、生活支援については食料品を配送、医療
支援については、電話診療、薬局の調整、ホ
テルの入所調整、外来診療所の調整、夜間に
悪化する方のために特別な電話回線で対応。
この結果、自宅療養者から1人の死亡者も出
さず、第５派を乗り切ることができたのはあ
りがたいことだと思います。また、まん延防
止等重点措置、ワクチン接種、治療法の標準
化など、コロナとの戦い方も少し分かってき
たと思います。第３波から第５波までの対応
としては、クラスター防止、自宅療養での死
亡者の防止対応が求められました。

　20歳前後の若い人に向けた「コロナと心の
ワクチン」の文章紹介
　
　第５波から４カ月後にオミクロン株による
第６波が起こりました。想定を大きく上回り、
長期間、陽性者数が下がりませんでした。さ
らに、感染力の強いBA.5に置き換わり、第
７波が起こり、あっという間に感染が拡大し、
陽性者数が急増。人口30万人の高知市で１日
の陽性者が1000人を超える日があり、ピーク
時の自宅療養者数は8000人を超えていたと思
います。保健所の電話や何十台と用意した携
帯電話もフル稼働。発熱があっても医療機関
が一杯で受診できない。コロナ陽性者で病状
が悪化しても入院できない。救急の受け入れ

先も見つからないという医療崩壊が高知でも
起きました。
　第６波、第７波では、コロナの感染力が非
常に強くなり、潜伏期間も短くなり、結果、
陽性者が爆発的に増加。対策としては調査、
検査、フォロー態勢を重点化というか、優先
順位の高いものはするけど、それ以外はでき
ないという状況でした。事務職、派遣職員の
力を借りて、保険所のコア業務をしてもらい
ましたが、それ以外は事務的にこなす状態。
しかし、感染は拡大し、高齢者施設や医療機
関でクラスターが発生。基礎疾患を有する高
齢者から死亡者が出る状況は止めることがで
きませんでした。
　第６波では、高齢者施設クラスターでの死
亡者の軽減が主な対応でした。そのときの気
持ちを書いたのが「戦闘消耗」で、保健所の
疲弊と悲鳴を書いています。

　「戦闘消耗」の文章紹介

　先ほどの「コロナと心のワクチン」と「戦
闘消耗」の印象は違うかもしれませんが、コ
ロナ対応に取り組んだ保健所の光と影のよう
なもので、語っているのは一つのものだと
思っています。
　第７波もようやく落ち着き、保健所では、
ただ今、第８波に備えて準備をしています。
いつどのような形で起こるかは誰にも分かり
ませんが、皆さま方にもご協力いただければ
幸いです。

•豊田　誠　お車代をニコニコへ
•浦田健治　保健所の方々のご苦労をよく伝
えていただき、感謝いたします。１日も早い
コロナの収束を願っております。
•鬼田知明　豊田さん、本日は貴重なお話を
ありがとうございました。先週は、親睦委員
会の皆さま、お疲れ様でした。おかげ様でと
ても良い創立記念夜間例会が開催できました。
•𠮷永光男　先週の創立記念夜間例会、手を
つないで、手に手を歌うと心が通って楽しか
ったですね。
•土居祐三　誕生日と結婚記念日のお礼です。
一昨日、結婚30周年、真珠婚式を迎えました。
子どもに「30年もよく一緒に居るねぇ」って
言われてしまいました。先週、朝ドラ「舞い
上がれ」の舞台、長崎の五島に行ってきまし
た。美しい自然と教会群、なかなか良かった
ですよ。皆さまも機会があれば、ぜひ行って
みてください。
•前田　博　青森へ旅行中の家内より連絡。
初雪、紅葉に感激！と。私は一人さみしく、
家でのんびりと。

•福岡満喜子　水曜会で、晴天のもと市役所
前の花壇のお花の贈呈式と植え替えを市長さ
んと一緒に行いました。近くにお出での折に
は眺めてください。前川さん、お世話になり
ます。
•関　淑公　結婚記念お礼。結婚57年を迎え
ます。ありがとうございます。
•高橋典子　10月16日㈰本山町にて、３年ぶ
りにオブリの森活動が実施できました。入社
３年目の三愛オブリ社員が来高し、間伐作業
をさせていただきました。ご協力いただいた
関係者に感謝の気持ちを込めてニコニコに寄
付させていただきます。
•中平真理子　ホタル会幹事さんお世話にな
りました。創立記念夜間例会、皆さまお疲れ
様でした。水曜会からたくさんご出席いただ
いてよかったです。
•前川美智子　11月９日㈬18：30（場所未定）
からロータリー情報委員会主催の勉強会を行
います。特に入会３年未満の方には積極的に
ご参加をよろしくお願いいたします。
•ザ クラウンパレス新阪急高知　いつもありが
とうございます。
◇遅刻　１件
◇早退　２件



◇ロータリーソング
  「それでこそロータリー」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
本日は、会長報告の内容
を挨拶に代えたいと思い
ます。
　お手元に、今年度、今
年から３年分、の定款・

細則案をお届けしました。規定審議会が昨年
度の末にありまして、今年度の７月１日から
英語圏ではもう定款は採用されています。今
までは手続き要覧が届いてからの着手が通例
であったわけですが、この度は日本語訳が、
マイロータリーの方で掲載されましたので、
比較的早く手に入りました。それを元に我が
クラブの定款・細則というものを作らなきゃ
いけないということで取り掛かりました。標
準定款は、そのままクラブに採用しなきゃい
けないということですので、関係のない衛星
クラブの分は削除しましたけれども、そのま
まの文章になっています。
　それから、細則につきましては定款以外に、
それぞれのクラブの実情に合わせて補足した
り、それから場合によっては変更していい箇
所がありますので、それは変更することにい
たしました。この定款・細則の委員会のメン
バーとしては、役員会、理事会の方がそのま
ま委員としてなっていただきまして、いろい
ろ検討を重ねてまいりましたが、ようやく皆

さまのお目に掛けられるような状態になりま
したので、今日お配りしています。
　それで、せっかくですので、クラブの決め
事ですので、スケジュール的にもなるべく早
くやって、皆さんのお互いの共有、共通共有
したものを持ってクラブ活動をしたいと思っ
ております。
　定款の方は、これはメインですのでこれを
機会にしっかり読んでください。変更点はお
そらくほとんどありません。細則につきまし
ては少し変更を加えた方がいいのではないか
という意見もありまして、Ａ４の１枚物で、
主な変更点ということで出しております。見
ていただきながら聞いていただきたいと思う
んですが、まず、細則の第５条で、パスト会
長会というものを追加させていただいており
ます。パスト会長会というのは、従来より活
動していただいているんですけれども、細則
の実際の決まり事として、会長の候補を挙げ
るのに、実際は今指名委員会というような名
称を使いますけれども、実質指名委員会がパ
スト会長会の大きな役割を担っていただいて
おりましたので、それは細則に載せなければ
いけないという決まりが、実はあります。推
奨ロータリークラブ細則に記載されておりま
す。それで、パスト会長会を記載させていた
だくと同時に、クラブに降りかかる問題とい
いますか、難しいことがおきた場合、大体、
理事会で検討するんですけれども、なかなか
理事会でもクリアするのが難しいという問題
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が稀にあります。ので、ロータリークラブに
精通したベテランの方に相談する。いわば、
諮問委員会としての役割も担っていただきた
いということで、パスト会長会を細則に追加
しております。
　それから、第６条の例会の開催回数という
のは、実はうちのクラブというのは、ずっと
変わりなく毎週開催しておりますが、実際に
は、今定款では１カ月、実際にはフリーとい
うふうなことで決まりかかってたらしいんで
すけども、前回、この度ではなくて、2016年
の規定審議会で、最低２回にはした方がいい
んじゃないかということなので、実際には２
回の開催で定款上のスタンダードです。でも、
我がクラブとしては、やはり毎週開催がよか
ろうという、皆さんのご意見がありましたの
で、毎週の開催ということを、わざわざこれ
を細則に謳わなければ２回でいいという話に
なりますので、そこに謳います。
　それから、第６条の、同じく第６条の第３
節なんですけども、メイキャップは実際には
定款で、年内でいいということになってます。
なので、極端に言えば、今日休んでたら、来
年の６月末までにメイキャップすればいいと
いうのが定款上の決まり事なんですけれども、
それもやはり、今現在やってる前後２週間が
いいのではないか、ということになりました
ので、このような記載をしております。
　それから、第９条で細則の中で、ロータリ
ー財団委員会及び米山奨学委員会の記載が、
実はありませんでした。定款でロータリー財
団委員会というのはあるんですけれども、米
山奨学会というのは記載がなかったので、そ
れを加えました。
　それから、10条の出席義務規定の免除の中
で、今採用されているもの以外に、昨今のコ
ロナの問題なんかも同じようなことが再び訪
れないとは限らないということで、緊急を要
する出席義務規定ということで、通常は書面
によるとなっているんですけども書面によら
ずとも、例えば地震など、それから感染症の

流行など、そういうときには、書面によらな
くても幹事に何らかの形で伝えるだけで、免
除としていいのではないかというふうに思わ
れますので、細則に加えました。
　それから、前回の細則13条で、例会の議事
の順序というものも細かくありましたけれど
も、やはり今後のこととして、合理的な理由
があれば随時変更をして、よりよい例会を営
むということも考えられますので、あえて細
則に記載するものでもないのではないかとい
うことで、削除というふうにしております。
それで、スケジュール的に、申し訳ないんで
すけど、来週一杯、今日から来週の水曜日ま
でにしっかり、すみませんが読み込んでいた
だきまして、それで何かご意見があれば、ぜ
ひ私なり鬼田幹事のところにお話をしていた
だいて、それでまた理事会で、その検討をい
たします。もしなければ、11月の第１例会、
ここで皆さんのご意見を伺った後の、最終的
な案ができましたら、できると思いますので、
第１例会の、例会が終わって臨時総会で決定
をさせていただきたいというふうに思ってお
りますので、皆さんのご協力をよろしくお願
いいたします。
◇同好会案内
　先の理事会で承認をいただきました、仮称
ですが「歩こう会」です。実質２回目になり
ますが、11月６日に行う剣山トレッキングに、
現在11名が参加予定です。山に興味のある方
は、私の方に連絡をいただけたらと思います。
年３回ぐらいを予定していますが、いずれは
富士山などにも行きたいという希望がありま
す。
　10月26日の例会の後に、打ち合わせをした
いと思いますのでよろしくお願いします。
◇ロータリー情報委員会より
　11月９日㈬、18時30分から情報委員会主催
の勉強会を開催します。詳細は（この後は、
機械の不具合で、録音されていませんでし
た）

　高知のコロナ感染第１例は、全国の中でも
比較的早く起こりました。１例目の患者さん
は30代の看護師さんで、職場、家庭、友人に
も感染が広がりました。１例目は、知事、市
長の合同記者会見が行われ、関心が集中した
のが職場がどこかということでした。知事か
ら、県民の不安を増大させるので、公表を考
えてくれないかということがあり、勤務先の
医院長さんに了解をいただきました。クリニ
ックの医院長先生の英断には今も感謝してい
ます。ただ、そのことによって、クリニック
や１例目の患者さんに風評被害が起こりまし
た。
　未知の感染症に出合ったとき、人間は３つ
の感染症被害を被る。１つは病気そのもの。
２つ目は不安。３つ目は差別。この３つがぐ
るぐる回って負のスパイラルを描くと言われ
ています。
　第２波は夏頃に起こりました。このときは、
障害者支援施設で集団感染が起こり、最終的
には入所者12人、職員８人が発症。当時はＰ
ＣＲ検査が十分にできなかったため、探知が
遅れましたが、８日目に検査をして対応を開
始しました。きちんと対応すれば、その後の
広がりはそんなに多くはありませんでした。
感染症はきちんと対応すれば、蔓延を防ぐこ
とはできると思います。この事例で、もう一
つ、陽性となった方は医療センターに入院し
ました。治療のためには必要なことですが、
入所者の方は環境が変わって能面のような表
情になってしまいましたが、治って施設に帰
ると能面の表情が溶けるように普通の表情に
戻ったそうです。治療に必要なことでも、人
の心に負担をかけることがあるんだと感じま
した。
　ここの施設長さんは、風評被害を随分心配
されました。全くなかったわけではないけど、

励ましも多かったそうです。この事例は全国
記事になり、記事を見た方から「高知って温
かいね、うちではこんなこと絶対ないよ」と
私も電話やメールをいただきました。
　第１波、第２波までは未知の感染症という
イメージで、コロナウイルスの封じ込め、風
評被害の防止、対応も緊急事態とかロックダ
ウンといった物々しいものが求められました
が、第３波から少し状況が変わってきます。
30代女性の女子会で４人、ゴルフ、カラオケ
で５人、飲食で６人という飲食店やカラオケ
でのクラスター連鎖が起こりました。
　第４波は令和３年５月から６月にかけて起
こり、アルファ株に変わり、感染ギアが１つ
上がった感じでした。Ａ高校の女子バレー部、
今までのウイルスであれば、ここで終わった
と思いますが、アルファ株になったため、同
じ高校のバスケット部に感染が広がり、さら
に春季バレー大会で感染が次々と起こりまし
た。変異株が起こると、やはりそれまでと違
う感染対応が必要になることを感じました。
　この当時、高知市内では、感染が疑われる
と１日目で受診する方が６割でした。その６
割の方と、２日以上受診しなかった人とその
家族の陽性率を比べると２倍ぐらい違います。
つまり、早く見つけると入院等で周囲への感
染も防げるわけです。今後も、早期の検査協
力をお願いします。
　第５波はデルタ株に置き換わり、全国的に
も感染者が増えました。それまでの最高を塗
り替えて、８月25日には感染者111人。クラ
スター、集団感染もいろんなところで起きて、
保健所でもそれに対応する人数、電話回線、
ＰＣＲ検査のキャパシティが一杯になって、
いずれも振り切った状態になりました。朝か
ら夜まで10回線のランプは点きっぱなしで、
保健所スタッフの帰宅は午前２時、３時に及

「コロナ禍における
　　　保健所の疲弊と悲鳴」

◇ゲストスピーチ 高知市保健所 所長  豊田　　誠 氏

ぶ状態。保健所全部に指令を出して増員をし
てもらいました。そして、ここで初めて自宅
療養が始まりました。
　自宅療養支援チームの活動は、まず健康観
察、生活支援については食料品を配送、医療
支援については、電話診療、薬局の調整、ホ
テルの入所調整、外来診療所の調整、夜間に
悪化する方のために特別な電話回線で対応。
この結果、自宅療養者から1人の死亡者も出
さず、第５派を乗り切ることができたのはあ
りがたいことだと思います。また、まん延防
止等重点措置、ワクチン接種、治療法の標準
化など、コロナとの戦い方も少し分かってき
たと思います。第３波から第５波までの対応
としては、クラスター防止、自宅療養での死
亡者の防止対応が求められました。

　20歳前後の若い人に向けた「コロナと心の
ワクチン」の文章紹介
　
　第５波から４カ月後にオミクロン株による
第６波が起こりました。想定を大きく上回り、
長期間、陽性者数が下がりませんでした。さ
らに、感染力の強いBA.5に置き換わり、第
７波が起こり、あっという間に感染が拡大し、
陽性者数が急増。人口30万人の高知市で１日
の陽性者が1000人を超える日があり、ピーク
時の自宅療養者数は8000人を超えていたと思
います。保健所の電話や何十台と用意した携
帯電話もフル稼働。発熱があっても医療機関
が一杯で受診できない。コロナ陽性者で病状
が悪化しても入院できない。救急の受け入れ

先も見つからないという医療崩壊が高知でも
起きました。
　第６波、第７波では、コロナの感染力が非
常に強くなり、潜伏期間も短くなり、結果、
陽性者が爆発的に増加。対策としては調査、
検査、フォロー態勢を重点化というか、優先
順位の高いものはするけど、それ以外はでき
ないという状況でした。事務職、派遣職員の
力を借りて、保険所のコア業務をしてもらい
ましたが、それ以外は事務的にこなす状態。
しかし、感染は拡大し、高齢者施設や医療機
関でクラスターが発生。基礎疾患を有する高
齢者から死亡者が出る状況は止めることがで
きませんでした。
　第６波では、高齢者施設クラスターでの死
亡者の軽減が主な対応でした。そのときの気
持ちを書いたのが「戦闘消耗」で、保健所の
疲弊と悲鳴を書いています。

　「戦闘消耗」の文章紹介

　先ほどの「コロナと心のワクチン」と「戦
闘消耗」の印象は違うかもしれませんが、コ
ロナ対応に取り組んだ保健所の光と影のよう
なもので、語っているのは一つのものだと
思っています。
　第７波もようやく落ち着き、保健所では、
ただ今、第８波に備えて準備をしています。
いつどのような形で起こるかは誰にも分かり
ませんが、皆さま方にもご協力いただければ
幸いです。

•豊田　誠　お車代をニコニコへ
•浦田健治　保健所の方々のご苦労をよく伝
えていただき、感謝いたします。１日も早い
コロナの収束を願っております。
•鬼田知明　豊田さん、本日は貴重なお話を
ありがとうございました。先週は、親睦委員
会の皆さま、お疲れ様でした。おかげ様でと
ても良い創立記念夜間例会が開催できました。
•𠮷永光男　先週の創立記念夜間例会、手を
つないで、手に手を歌うと心が通って楽しか
ったですね。
•土居祐三　誕生日と結婚記念日のお礼です。
一昨日、結婚30周年、真珠婚式を迎えました。
子どもに「30年もよく一緒に居るねぇ」って
言われてしまいました。先週、朝ドラ「舞い
上がれ」の舞台、長崎の五島に行ってきまし
た。美しい自然と教会群、なかなか良かった
ですよ。皆さまも機会があれば、ぜひ行って
みてください。
•前田　博　青森へ旅行中の家内より連絡。
初雪、紅葉に感激！と。私は一人さみしく、
家でのんびりと。

•福岡満喜子　水曜会で、晴天のもと市役所
前の花壇のお花の贈呈式と植え替えを市長さ
んと一緒に行いました。近くにお出での折に
は眺めてください。前川さん、お世話になり
ます。
•関　淑公　結婚記念お礼。結婚57年を迎え
ます。ありがとうございます。
•高橋典子　10月16日㈰本山町にて、３年ぶ
りにオブリの森活動が実施できました。入社
３年目の三愛オブリ社員が来高し、間伐作業
をさせていただきました。ご協力いただいた
関係者に感謝の気持ちを込めてニコニコに寄
付させていただきます。
•中平真理子　ホタル会幹事さんお世話にな
りました。創立記念夜間例会、皆さまお疲れ
様でした。水曜会からたくさんご出席いただ
いてよかったです。
•前川美智子　11月９日㈬18：30（場所未定）
からロータリー情報委員会主催の勉強会を行
います。特に入会３年未満の方には積極的に
ご参加をよろしくお願いいたします。
•ザ クラウンパレス新阪急高知　いつもありが
とうございます。
◇遅刻　１件
◇早退　２件



◇ロータリーソング
  「それでこそロータリー」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
本日は、会長報告の内容
を挨拶に代えたいと思い
ます。
　お手元に、今年度、今
年から３年分、の定款・

細則案をお届けしました。規定審議会が昨年
度の末にありまして、今年度の７月１日から
英語圏ではもう定款は採用されています。今
までは手続き要覧が届いてからの着手が通例
であったわけですが、この度は日本語訳が、
マイロータリーの方で掲載されましたので、
比較的早く手に入りました。それを元に我が
クラブの定款・細則というものを作らなきゃ
いけないということで取り掛かりました。標
準定款は、そのままクラブに採用しなきゃい
けないということですので、関係のない衛星
クラブの分は削除しましたけれども、そのま
まの文章になっています。
　それから、細則につきましては定款以外に、
それぞれのクラブの実情に合わせて補足した
り、それから場合によっては変更していい箇
所がありますので、それは変更することにい
たしました。この定款・細則の委員会のメン
バーとしては、役員会、理事会の方がそのま
ま委員としてなっていただきまして、いろい
ろ検討を重ねてまいりましたが、ようやく皆

さまのお目に掛けられるような状態になりま
したので、今日お配りしています。
　それで、せっかくですので、クラブの決め
事ですので、スケジュール的にもなるべく早
くやって、皆さんのお互いの共有、共通共有
したものを持ってクラブ活動をしたいと思っ
ております。
　定款の方は、これはメインですのでこれを
機会にしっかり読んでください。変更点はお
そらくほとんどありません。細則につきまし
ては少し変更を加えた方がいいのではないか
という意見もありまして、Ａ４の１枚物で、
主な変更点ということで出しております。見
ていただきながら聞いていただきたいと思う
んですが、まず、細則の第５条で、パスト会
長会というものを追加させていただいており
ます。パスト会長会というのは、従来より活
動していただいているんですけれども、細則
の実際の決まり事として、会長の候補を挙げ
るのに、実際は今指名委員会というような名
称を使いますけれども、実質指名委員会がパ
スト会長会の大きな役割を担っていただいて
おりましたので、それは細則に載せなければ
いけないという決まりが、実はあります。推
奨ロータリークラブ細則に記載されておりま
す。それで、パスト会長会を記載させていた
だくと同時に、クラブに降りかかる問題とい
いますか、難しいことがおきた場合、大体、
理事会で検討するんですけれども、なかなか
理事会でもクリアするのが難しいという問題

が稀にあります。ので、ロータリークラブに
精通したベテランの方に相談する。いわば、
諮問委員会としての役割も担っていただきた
いということで、パスト会長会を細則に追加
しております。
　それから、第６条の例会の開催回数という
のは、実はうちのクラブというのは、ずっと
変わりなく毎週開催しておりますが、実際に
は、今定款では１カ月、実際にはフリーとい
うふうなことで決まりかかってたらしいんで
すけども、前回、この度ではなくて、2016年
の規定審議会で、最低２回にはした方がいい
んじゃないかということなので、実際には２
回の開催で定款上のスタンダードです。でも、
我がクラブとしては、やはり毎週開催がよか
ろうという、皆さんのご意見がありましたの
で、毎週の開催ということを、わざわざこれ
を細則に謳わなければ２回でいいという話に
なりますので、そこに謳います。
　それから、第６条の、同じく第６条の第３
節なんですけども、メイキャップは実際には
定款で、年内でいいということになってます。
なので、極端に言えば、今日休んでたら、来
年の６月末までにメイキャップすればいいと
いうのが定款上の決まり事なんですけれども、
それもやはり、今現在やってる前後２週間が
いいのではないか、ということになりました
ので、このような記載をしております。
　それから、第９条で細則の中で、ロータリ
ー財団委員会及び米山奨学委員会の記載が、
実はありませんでした。定款でロータリー財
団委員会というのはあるんですけれども、米
山奨学会というのは記載がなかったので、そ
れを加えました。
　それから、10条の出席義務規定の免除の中
で、今採用されているもの以外に、昨今のコ
ロナの問題なんかも同じようなことが再び訪
れないとは限らないということで、緊急を要
する出席義務規定ということで、通常は書面
によるとなっているんですけども書面によら
ずとも、例えば地震など、それから感染症の

流行など、そういうときには、書面によらな
くても幹事に何らかの形で伝えるだけで、免
除としていいのではないかというふうに思わ
れますので、細則に加えました。
　それから、前回の細則13条で、例会の議事
の順序というものも細かくありましたけれど
も、やはり今後のこととして、合理的な理由
があれば随時変更をして、よりよい例会を営
むということも考えられますので、あえて細
則に記載するものでもないのではないかとい
うことで、削除というふうにしております。
それで、スケジュール的に、申し訳ないんで
すけど、来週一杯、今日から来週の水曜日ま
でにしっかり、すみませんが読み込んでいた
だきまして、それで何かご意見があれば、ぜ
ひ私なり鬼田幹事のところにお話をしていた
だいて、それでまた理事会で、その検討をい
たします。もしなければ、11月の第１例会、
ここで皆さんのご意見を伺った後の、最終的
な案ができましたら、できると思いますので、
第１例会の、例会が終わって臨時総会で決定
をさせていただきたいというふうに思ってお
りますので、皆さんのご協力をよろしくお願
いいたします。
◇同好会案内
　先の理事会で承認をいただきました、仮称
ですが「歩こう会」です。実質２回目になり
ますが、11月６日に行う剣山トレッキングに、
現在11名が参加予定です。山に興味のある方
は、私の方に連絡をいただけたらと思います。
年３回ぐらいを予定していますが、いずれは
富士山などにも行きたいという希望がありま
す。
　10月26日の例会の後に、打ち合わせをした
いと思いますのでよろしくお願いします。
◇ロータリー情報委員会より
　11月９日㈬、18時30分から情報委員会主催
の勉強会を開催します。詳細は（この後は、
機械の不具合で、録音されていませんでし
た）

　高知のコロナ感染第１例は、全国の中でも
比較的早く起こりました。１例目の患者さん
は30代の看護師さんで、職場、家庭、友人に
も感染が広がりました。１例目は、知事、市
長の合同記者会見が行われ、関心が集中した
のが職場がどこかということでした。知事か
ら、県民の不安を増大させるので、公表を考
えてくれないかということがあり、勤務先の
医院長さんに了解をいただきました。クリニ
ックの医院長先生の英断には今も感謝してい
ます。ただ、そのことによって、クリニック
や１例目の患者さんに風評被害が起こりまし
た。
　未知の感染症に出合ったとき、人間は３つ
の感染症被害を被る。１つは病気そのもの。
２つ目は不安。３つ目は差別。この３つがぐ
るぐる回って負のスパイラルを描くと言われ
ています。
　第２波は夏頃に起こりました。このときは、
障害者支援施設で集団感染が起こり、最終的
には入所者12人、職員８人が発症。当時はＰ
ＣＲ検査が十分にできなかったため、探知が
遅れましたが、８日目に検査をして対応を開
始しました。きちんと対応すれば、その後の
広がりはそんなに多くはありませんでした。
感染症はきちんと対応すれば、蔓延を防ぐこ
とはできると思います。この事例で、もう一
つ、陽性となった方は医療センターに入院し
ました。治療のためには必要なことですが、
入所者の方は環境が変わって能面のような表
情になってしまいましたが、治って施設に帰
ると能面の表情が溶けるように普通の表情に
戻ったそうです。治療に必要なことでも、人
の心に負担をかけることがあるんだと感じま
した。
　ここの施設長さんは、風評被害を随分心配
されました。全くなかったわけではないけど、

励ましも多かったそうです。この事例は全国
記事になり、記事を見た方から「高知って温
かいね、うちではこんなこと絶対ないよ」と
私も電話やメールをいただきました。
　第１波、第２波までは未知の感染症という
イメージで、コロナウイルスの封じ込め、風
評被害の防止、対応も緊急事態とかロックダ
ウンといった物々しいものが求められました
が、第３波から少し状況が変わってきます。
30代女性の女子会で４人、ゴルフ、カラオケ
で５人、飲食で６人という飲食店やカラオケ
でのクラスター連鎖が起こりました。
　第４波は令和３年５月から６月にかけて起
こり、アルファ株に変わり、感染ギアが１つ
上がった感じでした。Ａ高校の女子バレー部、
今までのウイルスであれば、ここで終わった
と思いますが、アルファ株になったため、同
じ高校のバスケット部に感染が広がり、さら
に春季バレー大会で感染が次々と起こりまし
た。変異株が起こると、やはりそれまでと違
う感染対応が必要になることを感じました。
　この当時、高知市内では、感染が疑われる
と１日目で受診する方が６割でした。その６
割の方と、２日以上受診しなかった人とその
家族の陽性率を比べると２倍ぐらい違います。
つまり、早く見つけると入院等で周囲への感
染も防げるわけです。今後も、早期の検査協
力をお願いします。
　第５波はデルタ株に置き換わり、全国的に
も感染者が増えました。それまでの最高を塗
り替えて、８月25日には感染者111人。クラ
スター、集団感染もいろんなところで起きて、
保健所でもそれに対応する人数、電話回線、
ＰＣＲ検査のキャパシティが一杯になって、
いずれも振り切った状態になりました。朝か
ら夜まで10回線のランプは点きっぱなしで、
保健所スタッフの帰宅は午前２時、３時に及
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ぶ状態。保健所全部に指令を出して増員をし
てもらいました。そして、ここで初めて自宅
療養が始まりました。
　自宅療養支援チームの活動は、まず健康観
察、生活支援については食料品を配送、医療
支援については、電話診療、薬局の調整、ホ
テルの入所調整、外来診療所の調整、夜間に
悪化する方のために特別な電話回線で対応。
この結果、自宅療養者から1人の死亡者も出
さず、第５派を乗り切ることができたのはあ
りがたいことだと思います。また、まん延防
止等重点措置、ワクチン接種、治療法の標準
化など、コロナとの戦い方も少し分かってき
たと思います。第３波から第５波までの対応
としては、クラスター防止、自宅療養での死
亡者の防止対応が求められました。

　20歳前後の若い人に向けた「コロナと心の
ワクチン」の文章紹介
　
　第５波から４カ月後にオミクロン株による
第６波が起こりました。想定を大きく上回り、
長期間、陽性者数が下がりませんでした。さ
らに、感染力の強いBA.5に置き換わり、第
７波が起こり、あっという間に感染が拡大し、
陽性者数が急増。人口30万人の高知市で１日
の陽性者が1000人を超える日があり、ピーク
時の自宅療養者数は8000人を超えていたと思
います。保健所の電話や何十台と用意した携
帯電話もフル稼働。発熱があっても医療機関
が一杯で受診できない。コロナ陽性者で病状
が悪化しても入院できない。救急の受け入れ

先も見つからないという医療崩壊が高知でも
起きました。
　第６波、第７波では、コロナの感染力が非
常に強くなり、潜伏期間も短くなり、結果、
陽性者が爆発的に増加。対策としては調査、
検査、フォロー態勢を重点化というか、優先
順位の高いものはするけど、それ以外はでき
ないという状況でした。事務職、派遣職員の
力を借りて、保険所のコア業務をしてもらい
ましたが、それ以外は事務的にこなす状態。
しかし、感染は拡大し、高齢者施設や医療機
関でクラスターが発生。基礎疾患を有する高
齢者から死亡者が出る状況は止めることがで
きませんでした。
　第６波では、高齢者施設クラスターでの死
亡者の軽減が主な対応でした。そのときの気
持ちを書いたのが「戦闘消耗」で、保健所の
疲弊と悲鳴を書いています。

　「戦闘消耗」の文章紹介

　先ほどの「コロナと心のワクチン」と「戦
闘消耗」の印象は違うかもしれませんが、コ
ロナ対応に取り組んだ保健所の光と影のよう
なもので、語っているのは一つのものだと
思っています。
　第７波もようやく落ち着き、保健所では、
ただ今、第８波に備えて準備をしています。
いつどのような形で起こるかは誰にも分かり
ませんが、皆さま方にもご協力いただければ
幸いです。

•豊田　誠　お車代をニコニコへ
•浦田健治　保健所の方々のご苦労をよく伝
えていただき、感謝いたします。１日も早い
コロナの収束を願っております。
•鬼田知明　豊田さん、本日は貴重なお話を
ありがとうございました。先週は、親睦委員
会の皆さま、お疲れ様でした。おかげ様でと
ても良い創立記念夜間例会が開催できました。
•𠮷永光男　先週の創立記念夜間例会、手を
つないで、手に手を歌うと心が通って楽しか
ったですね。
•土居祐三　誕生日と結婚記念日のお礼です。
一昨日、結婚30周年、真珠婚式を迎えました。
子どもに「30年もよく一緒に居るねぇ」って
言われてしまいました。先週、朝ドラ「舞い
上がれ」の舞台、長崎の五島に行ってきまし
た。美しい自然と教会群、なかなか良かった
ですよ。皆さまも機会があれば、ぜひ行って
みてください。
•前田　博　青森へ旅行中の家内より連絡。
初雪、紅葉に感激！と。私は一人さみしく、
家でのんびりと。

•福岡満喜子　水曜会で、晴天のもと市役所
前の花壇のお花の贈呈式と植え替えを市長さ
んと一緒に行いました。近くにお出での折に
は眺めてください。前川さん、お世話になり
ます。
•関　淑公　結婚記念お礼。結婚57年を迎え
ます。ありがとうございます。
•高橋典子　10月16日㈰本山町にて、３年ぶ
りにオブリの森活動が実施できました。入社
３年目の三愛オブリ社員が来高し、間伐作業
をさせていただきました。ご協力いただいた
関係者に感謝の気持ちを込めてニコニコに寄
付させていただきます。
•中平真理子　ホタル会幹事さんお世話にな
りました。創立記念夜間例会、皆さまお疲れ
様でした。水曜会からたくさんご出席いただ
いてよかったです。
•前川美智子　11月９日㈬18：30（場所未定）
からロータリー情報委員会主催の勉強会を行
います。特に入会３年未満の方には積極的に
ご参加をよろしくお願いいたします。
•ザ クラウンパレス新阪急高知　いつもありが
とうございます。
◇遅刻　１件
◇早退　２件



◇ロータリーソング
  「それでこそロータリー」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
本日は、会長報告の内容
を挨拶に代えたいと思い
ます。
　お手元に、今年度、今
年から３年分、の定款・

細則案をお届けしました。規定審議会が昨年
度の末にありまして、今年度の７月１日から
英語圏ではもう定款は採用されています。今
までは手続き要覧が届いてからの着手が通例
であったわけですが、この度は日本語訳が、
マイロータリーの方で掲載されましたので、
比較的早く手に入りました。それを元に我が
クラブの定款・細則というものを作らなきゃ
いけないということで取り掛かりました。標
準定款は、そのままクラブに採用しなきゃい
けないということですので、関係のない衛星
クラブの分は削除しましたけれども、そのま
まの文章になっています。
　それから、細則につきましては定款以外に、
それぞれのクラブの実情に合わせて補足した
り、それから場合によっては変更していい箇
所がありますので、それは変更することにい
たしました。この定款・細則の委員会のメン
バーとしては、役員会、理事会の方がそのま
ま委員としてなっていただきまして、いろい
ろ検討を重ねてまいりましたが、ようやく皆

さまのお目に掛けられるような状態になりま
したので、今日お配りしています。
　それで、せっかくですので、クラブの決め
事ですので、スケジュール的にもなるべく早
くやって、皆さんのお互いの共有、共通共有
したものを持ってクラブ活動をしたいと思っ
ております。
　定款の方は、これはメインですのでこれを
機会にしっかり読んでください。変更点はお
そらくほとんどありません。細則につきまし
ては少し変更を加えた方がいいのではないか
という意見もありまして、Ａ４の１枚物で、
主な変更点ということで出しております。見
ていただきながら聞いていただきたいと思う
んですが、まず、細則の第５条で、パスト会
長会というものを追加させていただいており
ます。パスト会長会というのは、従来より活
動していただいているんですけれども、細則
の実際の決まり事として、会長の候補を挙げ
るのに、実際は今指名委員会というような名
称を使いますけれども、実質指名委員会がパ
スト会長会の大きな役割を担っていただいて
おりましたので、それは細則に載せなければ
いけないという決まりが、実はあります。推
奨ロータリークラブ細則に記載されておりま
す。それで、パスト会長会を記載させていた
だくと同時に、クラブに降りかかる問題とい
いますか、難しいことがおきた場合、大体、
理事会で検討するんですけれども、なかなか
理事会でもクリアするのが難しいという問題

が稀にあります。ので、ロータリークラブに
精通したベテランの方に相談する。いわば、
諮問委員会としての役割も担っていただきた
いということで、パスト会長会を細則に追加
しております。
　それから、第６条の例会の開催回数という
のは、実はうちのクラブというのは、ずっと
変わりなく毎週開催しておりますが、実際に
は、今定款では１カ月、実際にはフリーとい
うふうなことで決まりかかってたらしいんで
すけども、前回、この度ではなくて、2016年
の規定審議会で、最低２回にはした方がいい
んじゃないかということなので、実際には２
回の開催で定款上のスタンダードです。でも、
我がクラブとしては、やはり毎週開催がよか
ろうという、皆さんのご意見がありましたの
で、毎週の開催ということを、わざわざこれ
を細則に謳わなければ２回でいいという話に
なりますので、そこに謳います。
　それから、第６条の、同じく第６条の第３
節なんですけども、メイキャップは実際には
定款で、年内でいいということになってます。
なので、極端に言えば、今日休んでたら、来
年の６月末までにメイキャップすればいいと
いうのが定款上の決まり事なんですけれども、
それもやはり、今現在やってる前後２週間が
いいのではないか、ということになりました
ので、このような記載をしております。
　それから、第９条で細則の中で、ロータリ
ー財団委員会及び米山奨学委員会の記載が、
実はありませんでした。定款でロータリー財
団委員会というのはあるんですけれども、米
山奨学会というのは記載がなかったので、そ
れを加えました。
　それから、10条の出席義務規定の免除の中
で、今採用されているもの以外に、昨今のコ
ロナの問題なんかも同じようなことが再び訪
れないとは限らないということで、緊急を要
する出席義務規定ということで、通常は書面
によるとなっているんですけども書面によら
ずとも、例えば地震など、それから感染症の

流行など、そういうときには、書面によらな
くても幹事に何らかの形で伝えるだけで、免
除としていいのではないかというふうに思わ
れますので、細則に加えました。
　それから、前回の細則13条で、例会の議事
の順序というものも細かくありましたけれど
も、やはり今後のこととして、合理的な理由
があれば随時変更をして、よりよい例会を営
むということも考えられますので、あえて細
則に記載するものでもないのではないかとい
うことで、削除というふうにしております。
それで、スケジュール的に、申し訳ないんで
すけど、来週一杯、今日から来週の水曜日ま
でにしっかり、すみませんが読み込んでいた
だきまして、それで何かご意見があれば、ぜ
ひ私なり鬼田幹事のところにお話をしていた
だいて、それでまた理事会で、その検討をい
たします。もしなければ、11月の第１例会、
ここで皆さんのご意見を伺った後の、最終的
な案ができましたら、できると思いますので、
第１例会の、例会が終わって臨時総会で決定
をさせていただきたいというふうに思ってお
りますので、皆さんのご協力をよろしくお願
いいたします。
◇同好会案内
　先の理事会で承認をいただきました、仮称
ですが「歩こう会」です。実質２回目になり
ますが、11月６日に行う剣山トレッキングに、
現在11名が参加予定です。山に興味のある方
は、私の方に連絡をいただけたらと思います。
年３回ぐらいを予定していますが、いずれは
富士山などにも行きたいという希望がありま
す。
　10月26日の例会の後に、打ち合わせをした
いと思いますのでよろしくお願いします。
◇ロータリー情報委員会より
　11月９日㈬、18時30分から情報委員会主催
の勉強会を開催します。詳細は（この後は、
機械の不具合で、録音されていませんでし
た）

　高知のコロナ感染第１例は、全国の中でも
比較的早く起こりました。１例目の患者さん
は30代の看護師さんで、職場、家庭、友人に
も感染が広がりました。１例目は、知事、市
長の合同記者会見が行われ、関心が集中した
のが職場がどこかということでした。知事か
ら、県民の不安を増大させるので、公表を考
えてくれないかということがあり、勤務先の
医院長さんに了解をいただきました。クリニ
ックの医院長先生の英断には今も感謝してい
ます。ただ、そのことによって、クリニック
や１例目の患者さんに風評被害が起こりまし
た。
　未知の感染症に出合ったとき、人間は３つ
の感染症被害を被る。１つは病気そのもの。
２つ目は不安。３つ目は差別。この３つがぐ
るぐる回って負のスパイラルを描くと言われ
ています。
　第２波は夏頃に起こりました。このときは、
障害者支援施設で集団感染が起こり、最終的
には入所者12人、職員８人が発症。当時はＰ
ＣＲ検査が十分にできなかったため、探知が
遅れましたが、８日目に検査をして対応を開
始しました。きちんと対応すれば、その後の
広がりはそんなに多くはありませんでした。
感染症はきちんと対応すれば、蔓延を防ぐこ
とはできると思います。この事例で、もう一
つ、陽性となった方は医療センターに入院し
ました。治療のためには必要なことですが、
入所者の方は環境が変わって能面のような表
情になってしまいましたが、治って施設に帰
ると能面の表情が溶けるように普通の表情に
戻ったそうです。治療に必要なことでも、人
の心に負担をかけることがあるんだと感じま
した。
　ここの施設長さんは、風評被害を随分心配
されました。全くなかったわけではないけど、

励ましも多かったそうです。この事例は全国
記事になり、記事を見た方から「高知って温
かいね、うちではこんなこと絶対ないよ」と
私も電話やメールをいただきました。
　第１波、第２波までは未知の感染症という
イメージで、コロナウイルスの封じ込め、風
評被害の防止、対応も緊急事態とかロックダ
ウンといった物々しいものが求められました
が、第３波から少し状況が変わってきます。
30代女性の女子会で４人、ゴルフ、カラオケ
で５人、飲食で６人という飲食店やカラオケ
でのクラスター連鎖が起こりました。
　第４波は令和３年５月から６月にかけて起
こり、アルファ株に変わり、感染ギアが１つ
上がった感じでした。Ａ高校の女子バレー部、
今までのウイルスであれば、ここで終わった
と思いますが、アルファ株になったため、同
じ高校のバスケット部に感染が広がり、さら
に春季バレー大会で感染が次々と起こりまし
た。変異株が起こると、やはりそれまでと違
う感染対応が必要になることを感じました。
　この当時、高知市内では、感染が疑われる
と１日目で受診する方が６割でした。その６
割の方と、２日以上受診しなかった人とその
家族の陽性率を比べると２倍ぐらい違います。
つまり、早く見つけると入院等で周囲への感
染も防げるわけです。今後も、早期の検査協
力をお願いします。
　第５波はデルタ株に置き換わり、全国的に
も感染者が増えました。それまでの最高を塗
り替えて、８月25日には感染者111人。クラ
スター、集団感染もいろんなところで起きて、
保健所でもそれに対応する人数、電話回線、
ＰＣＲ検査のキャパシティが一杯になって、
いずれも振り切った状態になりました。朝か
ら夜まで10回線のランプは点きっぱなしで、
保健所スタッフの帰宅は午前２時、３時に及
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ぶ状態。保健所全部に指令を出して増員をし
てもらいました。そして、ここで初めて自宅
療養が始まりました。
　自宅療養支援チームの活動は、まず健康観
察、生活支援については食料品を配送、医療
支援については、電話診療、薬局の調整、ホ
テルの入所調整、外来診療所の調整、夜間に
悪化する方のために特別な電話回線で対応。
この結果、自宅療養者から1人の死亡者も出
さず、第５派を乗り切ることができたのはあ
りがたいことだと思います。また、まん延防
止等重点措置、ワクチン接種、治療法の標準
化など、コロナとの戦い方も少し分かってき
たと思います。第３波から第５波までの対応
としては、クラスター防止、自宅療養での死
亡者の防止対応が求められました。

　20歳前後の若い人に向けた「コロナと心の
ワクチン」の文章紹介
　
　第５波から４カ月後にオミクロン株による
第６波が起こりました。想定を大きく上回り、
長期間、陽性者数が下がりませんでした。さ
らに、感染力の強いBA.5に置き換わり、第
７波が起こり、あっという間に感染が拡大し、
陽性者数が急増。人口30万人の高知市で１日
の陽性者が1000人を超える日があり、ピーク
時の自宅療養者数は8000人を超えていたと思
います。保健所の電話や何十台と用意した携
帯電話もフル稼働。発熱があっても医療機関
が一杯で受診できない。コロナ陽性者で病状
が悪化しても入院できない。救急の受け入れ

先も見つからないという医療崩壊が高知でも
起きました。
　第６波、第７波では、コロナの感染力が非
常に強くなり、潜伏期間も短くなり、結果、
陽性者が爆発的に増加。対策としては調査、
検査、フォロー態勢を重点化というか、優先
順位の高いものはするけど、それ以外はでき
ないという状況でした。事務職、派遣職員の
力を借りて、保険所のコア業務をしてもらい
ましたが、それ以外は事務的にこなす状態。
しかし、感染は拡大し、高齢者施設や医療機
関でクラスターが発生。基礎疾患を有する高
齢者から死亡者が出る状況は止めることがで
きませんでした。
　第６波では、高齢者施設クラスターでの死
亡者の軽減が主な対応でした。そのときの気
持ちを書いたのが「戦闘消耗」で、保健所の
疲弊と悲鳴を書いています。

　「戦闘消耗」の文章紹介

　先ほどの「コロナと心のワクチン」と「戦
闘消耗」の印象は違うかもしれませんが、コ
ロナ対応に取り組んだ保健所の光と影のよう
なもので、語っているのは一つのものだと
思っています。
　第７波もようやく落ち着き、保健所では、
ただ今、第８波に備えて準備をしています。
いつどのような形で起こるかは誰にも分かり
ませんが、皆さま方にもご協力いただければ
幸いです。

•豊田　誠　お車代をニコニコへ
•浦田健治　保健所の方々のご苦労をよく伝
えていただき、感謝いたします。１日も早い
コロナの収束を願っております。
•鬼田知明　豊田さん、本日は貴重なお話を
ありがとうございました。先週は、親睦委員
会の皆さま、お疲れ様でした。おかげ様でと
ても良い創立記念夜間例会が開催できました。
•𠮷永光男　先週の創立記念夜間例会、手を
つないで、手に手を歌うと心が通って楽しか
ったですね。
•土居祐三　誕生日と結婚記念日のお礼です。
一昨日、結婚30周年、真珠婚式を迎えました。
子どもに「30年もよく一緒に居るねぇ」って
言われてしまいました。先週、朝ドラ「舞い
上がれ」の舞台、長崎の五島に行ってきまし
た。美しい自然と教会群、なかなか良かった
ですよ。皆さまも機会があれば、ぜひ行って
みてください。
•前田　博　青森へ旅行中の家内より連絡。
初雪、紅葉に感激！と。私は一人さみしく、
家でのんびりと。

•福岡満喜子　水曜会で、晴天のもと市役所
前の花壇のお花の贈呈式と植え替えを市長さ
んと一緒に行いました。近くにお出での折に
は眺めてください。前川さん、お世話になり
ます。
•関　淑公　結婚記念お礼。結婚57年を迎え
ます。ありがとうございます。
•高橋典子　10月16日㈰本山町にて、３年ぶ
りにオブリの森活動が実施できました。入社
３年目の三愛オブリ社員が来高し、間伐作業
をさせていただきました。ご協力いただいた
関係者に感謝の気持ちを込めてニコニコに寄
付させていただきます。
•中平真理子　ホタル会幹事さんお世話にな
りました。創立記念夜間例会、皆さまお疲れ
様でした。水曜会からたくさんご出席いただ
いてよかったです。
•前川美智子　11月９日㈬18：30（場所未定）
からロータリー情報委員会主催の勉強会を行
います。特に入会３年未満の方には積極的に
ご参加をよろしくお願いいたします。
•ザ クラウンパレス新阪急高知　いつもありが
とうございます。
◇遅刻　１件
◇早退　２件
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● ニコニコ箱 ●
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10月19日
今期の累計

● 出席率報告 ●
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■高知東ＲＣ当面の日程
11月16日㈬　第４回クラブ協議会
　　　　　　　　　　　　　（例会終了後）
11月23日㈬　休会（国民の祝日）
11月30日㈬　役員会
12月７日㈬　五大奉仕中間発表・年次総会
　　　　　　定例理事会

12月21日㈬　忘年夜間例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
　　　　　　役員会
12月28日㈬　休会（年末年始の休み）

水曜会  花の贈呈式
2022年10月19日㈬　於：高知市役所前
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