
 

第 1153 回 例会  Ｎｏ．8  令和 2 年 10 月22 日 (木) 

■ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ゙  「それでこそロータリー」 

■出席報告 会員４６名中２３名出席 

■出席率 

■修正出席率 

 

５３.４９％   出席計算人数４３名 

１０月８日修正出席率 ９５．４５％ 

 

 

会長挨拶                    成田勝彦 

 皆さん、こんにちは。 

コロナの影響により国の事業のひとつとして、ゴートゥーイ

ートのプレミアム付き食事券が先週の金曜日からスタートし

ましたけれども、皆さんご利用していますか？ 

中部地方では愛知県が第一便となり、県内のレストランや

喫茶店、大型のチェーンなど約 11000 店舗が登録されてお

ります。1 冊 12,500 円分を 10,000 円で購入ができるという、

お買い得に買える発売だったそうです。また 1 ヵ月後の 11

月 16 日に、ふたたび 200,000 冊がホームページと県内の

ファミリーマートの店頭で販売が始まります。 

愛知県内では 400,000 冊の販売の計画になっております。

食事券の利用は県内の登録店に限られておりますが、県外

在住者の購入はできます。 

利用期間も各県違いがありますので参考としてお知らせし

ます。愛知県は 10 月の 16 日から 3 月 31 日まで。岐阜県

は 10 月 26 日から 2 月28 日まで。三重県は 10 月20 日か

ら 2 月 21 日となっております。 

愛知県民から考えると 400,000 分と言うのは非常に少ない

印象を受けますが、皆さんも中部エリアのゴートゥーイート

にチャレンジしてご利用ください。 

よろしくお願いいたします。 

 

ニコＢＯＸ 
●本日は皆さんのコロナ感染予防対策についてお聞

かせください。どうぞよろしくお願い申し上げます。  

成田会長、恵利幹事、松尾、小原、安江、堀江亮介、

岩田、西川、立石、河原、髙橋、水野、古川、後藤、長

谷川、山崎、松本、佐久間、宮崎（敬称略） 

藤田さん 早く「春が来ます」様に！ 

川原さん コロナのおかげで時間がありすぎるので、全

身炭酸浴を週 3 日やっています。おかげで皮膚掻痒症

が良くなりました。 

●秋のニコニコ健康感謝Day   堀江亮介さん 

本日合計 ４８，０００円 

 

会 員 卓 話 

「コロナ感染予防対策について」 

[横田佳奈] 

コロナ対策は個人的にはアルコール消毒ぐらいしか気に

していないのですけれども、会社としてはまだ7割出社

を続けておりまして、あとは時差、時短、リモートを組

み入れてやっております。本来の目的は感染予防ではあ

るのですが、実際は残業圧縮といいますか賃金節約にも

つながっておりまして、もちろん営業マンたちには体を

休めるのと混雑した電車に乗らないと言うのが目的では

ありますが、残業時間は大体半分くらいに減っている状

況です。内勤の方は在宅勤務をされているのですが、マ

ジックコネクトと言うものを使って、会社のパソコンさ

え電源を入れれば自宅でパスワードを入れると同じ画面

が開けるということになっています。なかなか営業が自

宅でやると言う事は難しいのですが、内勤の人間は自宅

で仕事を振るというのを継続して、7割出社を続けて感

染予防をしているというのが弊社の取り組みです。 

[岩田 宏] 

感染対策というか本来のう

ちの仕事はリモートができ

ない検査機関ですので、全

員出社をさせています。 

5月6月7月あたりはやっ

ぱりあの安倍首相が「人間

ドックは不要不急です」と

言った翌日からキャンセル

が相次ぎました。 

院内の対策としては、もちろん入り口で熱を計るという

のはやるのですが、うちはどうしても撮らなきゃならな

いというケースがありますので、熱がある人を完全にシ

ャットアウトするというわけにはいきませんでした。そ

のかわり、各部署のクリニック内で30カ所位に消毒を

置いて、ことあるごとに全員消毒、職員は全員携帯のア

ルコールを持って、何かあるとシュッシュッとやるとい

うような感じです。あとはCTとかMRIとか検査具も1

人終わるごとに消毒をすると言う感じでやっています。

おかげ様でうちの職員含めてコロナの患者さんは出てい

ません。CTを撮ったときに、これはちょっとまずい、気

管支性肺炎かなと言う、もしかしたらコロナかもと言う

人がこの5ヶ月で4人ほどみえました。その方はPCR検

査をしましたけれども一応陽性は出ませんでした。いま



うちでも唾液を取って、当日もしくは翌日の午前中まで

には結果が出ます。 

うちは医療機関なので、クラスターを出してはまずいと

いうことで、今のところ多分皆様の会社よりも徹底的に

消毒の数とかは多いと思います。うちは駐車場が少ない

ので、職員は全員公共交通機関を使って出社します。近

くに愛知高校とか学校があるので地下鉄が大変混み合い

ますので、時差出勤をさせ、毎日マスクを1枚ずつ新し

いのを渡しすと言うような事をやっています。 

[小原 優] 

弊社の対策ですが、弊社

は3月末決算で4月から

新しい期が始まります。

3月末締めた段階で会長

の方から、今後景気がど

うなるかわからないと言

うことで、その時は業績

悪かったわけではないの

ですが、会長社長は50%

の報酬カット、私が30%のカットと、今期に備えてまぁ

締めてみてよければ戻せばいいし、特にこの3人の給料

の比率が大きいので、まずこの3人の給料を削ると言う

ことで対策をしました。 

弊社は岡崎が本社で、名古屋に住んでいるのは社員12

人の中で私だけです。会長社長事務員から、「錦には行

くな」と「お前が一番拾ってくる可能性があるので、錦

には行くな」と非常に厳しく言われまして、たまにはそ

れでもこっそりと領収書を出すのですが、事務員さんに

は領収書のリストでばれてしまいますので、できるだけ

行かないようにと、錦ではなく東区とか栄とかその辺で

遊んだりしています。あとは皆さんの会社と同じように

消毒薬を置いたりですとか、会社でマスクを買って社員

に50枚ずつ渡したりですとか、持病を持っているスタ

ッフについては、弊社は不動産業者なのでリモートワー

クということで自宅でパソコンを持って帰ってもらって

ホームページの更新をやってもらったり、一般的なこと

をやっているんじゃないかと思います。一番大きかった

のが報酬カットですね。私の。早く3割を復元したいな

と思っています。以上です。 

[宮崎憲治] 

ずいぶんご無沙汰してしま

いました。大変申し訳あり

ません。相当バタバタして

いました。一応、最近何と

か頑張って出席できるよう

になりました。 

コロナ対策に対して、弊社

は消毒液を置くくらいかな

ぁ。毎日話していて、マスクももう面倒くさくて。みん

なマスクなんてしたくなくて消毒位です。以上です。 

[山崎彰子] 

うちの会社はほとんど時差出勤も何もなく、普通にずっ

と出勤しています。 

コロナのことがあってから、あまり売り上げにはならな

いのですが、融資関係、

助成金関係、補助金関係

の仕事はかなりありまし

た。対策としては消毒と

接客室のパネルですね。

これしか対策はほとんど

していない状態です。外

食に関しても、従業員の

子たちはお互い誘い合っ

ていかないですし、男性についても、結婚されている方

は奥さんがすごく気にされる方がいるので、飲むと家に

入れてもらえないとかもあるので、行かれない方もいら

っしゃいます。対策としてはほとんどそんな感じです。 

[古川 進] 

わが社は、コロナ対策は

全くしておらずという

か、現場工事が多いと言

うことで、2人でずっと行

動するとか、人と接する

機会があるのは工場の担

当者さんレベルなので、

あまり気にせずやってい

るというところと、事務

所は消毒液を置いていますが、使っているのは見たこと

ないので置いてあるだけです。 

コロナに関して変わったことといえば、助成金が工事の

ほうにずいぶんありまして、錦のほうにちょっと行きま

すと、女の子たちが「お金がない。ものが買えない」こ

れはしょうがないなと、お金をもらったのでそれは全部

配る、という素晴らしい社会貢献、ロータリアンとして

の鏡じゃないのかなと頑張っております。以上です。 

[藤田守彦] 

うちは機械がネジを作っ

ている関係で、社員が休

めないんですね。ですか

ら通常通り出勤して、消

毒と検温を義務づけてい

ます。37度以上有ればす

ぐ帰らせるということに

しています。 

会社はおかげさまで 

リーマンショックよりも、あの時に比べれば若干良いか

なと思っています。 

社命で、新幹線には乗るな、乗ってもいいけれど、駅に

は下りるなと言われていまして、東京へはもうずっと車

で行っています。片道350㎞、5時間。また来週も行き

ます。腰が痛くなってしまうのですが、でも富士山が見

えたりしていいなと思っています。眠たくなっちゃうも

のですから、居眠り運転だけは気をつけたいと思いま

す。以上です。 

[西川 博] 

当社は3期くらいにわたっていろいろ対策を変えてきま

して、最初は本当に心配をして、営業を応接室の広いと

ころがあったのでそこに全部詰めて、コンピューターな



ども全部そちらに持って

いってそこから出るな

と、そういうことをやり

ました。 

製造業ですので2ｍ以上離

れていて、ソーシャルデ

ィスタンスは取れていま

す。ただ、マスクは会社

で買ったんですけれども

なかなか手に入らなくて、やっと何箱か買ったのがあと

でドーンと届いて、これどうしようかという話になりま

した。まだそのまま残っています。それから、アルコー

ル消毒もインフルエンザ対策で今までやってましたの

で、その分は問題なく、消毒液の補充もギリギリ間に合

いました。あとは体温も会社に来てから測るのではなく

て、家で測って問題あれば来ないようにと、インフルエ

ンザと一緒なんですね。同じような感じ、その程度なん

です。マスクは現場の方では防塵対策とかいろんな対策

でマスクをかなりしていますで、それなりにあまり問題

はなかったのかなと思います。もう一つは通勤ですね。

公共交通機関の人は車でっていう事だったんですけれど

も、夏ぐらいまででやめました。また学校は休みで家庭

で子供たちを見るのですが、奥さんも働いていていると

ころなどはうちへ連れてきて、社長が保育園をしていま

す。以上です。 

[安江英雄] 

うちは飲食をやっている関

係でお客さんを迎え入れる

座席のことについてのこと

をお話ししたいと思いま

す。 

お客さんが見えるとまず検

温をしてアルコールで手を

消毒いていただいて待って

いただきます。問題はお客

さんが帰られた時です。お客さんが帰られるとまず食器

を片付けて、それから机の上や椅子、お客さんの手に触

れそうなものにはほとんど全てアルコールで消毒をして

います。それが完了するまではお客さんには玄関で待っ

ていただく。それでやっています。換気については開く

窓はほとんど開けっ放しにして、暖房は最高にしていま

す。そういう意味ではロスなんですけれど、お部屋が寒

ければ食事もおいしくないのです。 

間隔をあけて、家族の場合は1つのテーブルに入ってい

ただきますが、関係のない人は6人がけに2人とか2人

がけに1人とか、あとは奥の座敷の方へ入っていただい

て防止をする。1人でも感染者が出ないように、出来る

限りの事はやろうと言うことでやらさせていただいてお

ります。去年までは自由に取っていただいたおでんも、

今は希望の品を伺ってスタッフが運んでいます。 

ずいぶん人件費のロスがありますけれども、これも感染

防止の最大のことではないかなと、安全を期して一つ一

つやっておりますので、またご要望がありましたらぜひ

来店していただきたいと思います。これはコマーシャル

です。どうもありがとうございました。 

[長谷川龍伸] 

法律事務所ですので、人数も限られていますけれども、

私を含めて電車通勤の者

もいますので、時差出勤

はやっております。一時

期は、朝は10時にしよ

う、夕方はもう4時で帰

ろうという時もあったの

ですけれども、微妙に調

整して、今は朝は9時

半、夕方は5時で帰ろういうことでやっております。あ

とは個人的に、外食を減らしたほうがいいのではないか

ということで、いつもお昼は外で食べていたんですが、

週に1日か2日妻がお弁当を作ってくれるようになりま

して、いただいております。やはりすごく気を遣ってい

て、コンビニでパンを買ってきても、手で食べてはいけ

ない、箸で食べなさいと。サランラップを持たされまし

て、サランラップをテーブルにひいて、その上にパンを

置いてそれを箸で食べると。弁当を作ってもらうのは朝

早起きするので大変だろうと言うことで、週に1日は私

がデパ地下へ行って晩御飯を買って帰るということにし

て、考えてみれば非常に高い一食4000円位の弁当を買

ってたべているんだなと。そんな生活をしています。 

以上です。 

[後藤 敞] 

私どもの事務所は小さな

事務所ですので、マスク

をして8時半から5時ま

でやっております。私は

大体午前中は事務所にい

て、午後はお客さんの所

へ行くんですけれども、

その回数も非常に減って

おります。電話で対応で

きるケースが多いものですから、会社の方はそんな感じ

です。しかし、家庭の方の締め付けが非常に厳しい。私

も今年無事に後期高齢者の部類に入りましたので、緊急

事態宣言が出てから夜は一切名古屋はご法度。いつも西

川さんと夜間例会のあとなどに、錦のジャズバーへ行く

のですが、それも全く行っていない。西川さんの高いボ

トルがキープしてあるのに、それも飲めないと言う状況

です。買い物も、イオンなどは土日は行かせてもらえな

い。やっと昨日、昼から休みをとって、女房と2人で買

い物にいかせていただきました。ゴルフも禁止なんで

す。ゴルフは大丈夫と思うんですけれども、奥様の言う

ことを聞いておかないと、これから世話になると思うの

で、一応は我慢しているんです。最後に、おととい地区

の社会奉仕委員会がありましたので、そこで出た話をち

ょっとしたいと思います。私どものクラブのクリスマス

家族例会が中止になりましたね。結構名古屋市内のクラ

ブは中止が多いのですが、これが三河の方へ行くとガラ

ッと違いまして、あるロータリーの人に聞きましたら、

例会も一切休みなしで通常通りやっている。私もそのク



ラブは昨年卓話に行ったので、会場の状況はわかってい

るのですけれども、商工会議所の会議室で、ほんとに密

集状態で例会をやっているんですね。 

来月は御園座の観劇をやり、東急ホテルで家族例会をや

るそうです。地域によって、ロータリーの例会とか運営

に対する考え方が全然違う、ということがよくわかりま

すね。それぞれの考え方でいいか悪いかと言うのは別に

して、比較的郡部へ行くと、私も岐阜県に近い方ですの

で案外ゆるいですね。しかしうちは家庭の事情で非常に

厳しいですから辛い思いをしております。以上です。 

 

財団NEWS 11月号より抜粋転載 
【E/MGAによるオンライン研修の開催】 

第１地域 恒久基金・大口寄付アドバイザー（E/MGA） 

中谷 研一 

9 月下旬、コロナ禍のなか、E/MGA(恒久基金・大口寄付

アドバイザー) である第 1 地域 中谷研一、第 2 地域 

野口英一氏、第 3地域 佐藤芳郎氏が、それぞれ担当地

区の恒久基金／大口寄付小委員会委員長を対象に、寄付

推進に関するオンライン研修会を開催しました。 

＜開催概要＞ 

➢ 研修内容：ロータリー財団とは？その目標と各種統

計・意義、E/MGA の役割や専門分野（恒久基金、冠名基

金など）、DDF 活用法など 

➢ 参加地区：第 1 地域 13 地区、第 2 地域 9 地区、 

 第 3 地域 7 地区 

➢ その他の参加者： 地区ガバナー/ガバナーノミニー、

地区ロータリー財団委員長/資金推進委員長、 

三木明ロータリー財団管理委員会特別アドバイザー、 

各地域 RRFC/ARRFC 

E/MGA は、地域リーダーでありながらまだまだ認知度が

低く、自身の所属地区以外の活動状況を伺い知ることが

できないことが課題でした。そこで、コロナ禍であるこ

とで目覚ましい発展がなされた「オンラインツール」を

活用し、地区の財団への理解を深め、E/MGA との関係を

構築し協働することを目的に、研修を行うことにしまし

た。初の試みでしたが、E/MGA と同じく、地区で寄付を

集める委員の皆様も寄付のお願いは言いにくい、という

同じ悩みを抱えていることもわかりました。各地区が抱

える悩みを共有し、自身の経験を踏まえた助言すること

もでき、今後、寄付の推進方法や実際に大口の寄付や冠

名寄付の設立についての具体的なご相談にも対応してい

きたいと思います。参加者からも、「研修の中で、いく

つも参考や勉強になる言葉があった」等貴重なご意見を

頂き、また次の機会を設けたいと考えています。 

～E/MGA からのお願い～ 

今年度は、恒久基金、特に「冠名基金」設立とポール・

ハリス・ソサエティ（PHS）入会促進等を強調したいと

思います。 

特に恒久基金は、未来における持続可能なプロジェクト

を支える重要な財源です。ロータリー財団は、恒久基金

を 2025年までに 20 憶 2500 万ドルに成長させる壮大

な計画を推進中です。また PHS に入会されるロータリ

アンは、地区のみならずロータリー財団にとっても非常

に重要な支援者です。この観点から、各地区で入会促進

が不可欠であり、その為には PHS 認証式をより意義深

い式典とする必要があると思います。是非、未来へ続く

ロータリー活動へのご支援と PHS入会促進にご協力をお

願いいたします。 

「ポリオ根絶」に大きな進展がありました。8 月 25 日

には、皆様のご支援とたゆまぬ努力により、アフリカ大

陸からの野生型ポリオウイルス根絶が宣言されました。

今後もロータリー財団は、世界中で多くの皆様と共に、

地域社会そして国際社会で持続可能な活動を継続してま

いります。 

ご理解とご支援を頂いている多くの皆様へ心より感謝を

申し上げます。 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
今後の例会予定 

◎10 月 29 日（木）・11 月 5 日（木）  休会 

1１月 12 日（木）第 1154 回例会 

「財団月間卓話」地区グローバル奨学生・平和フェロー 

副委員長  加納昭臣 様 

11 月 19 日（木）第 1155 回例会 

「外部卓話予定」 

 


