２０２２年 （ 令 和 ４ 年 ） ４ 月 ７ 日 ( 木 ) 晴 れ 第 ２ ７ ２ ２ 回 （ 当 年 度 第 １ ８ 回 ）例会

点 鐘
会長 長瀬 晴義君
国歌斉唱
「君が代」
司 会
ＳＡＡ 堀尾 庄一君
ロータリーソング斉唱
「奉仕の理想」
四つのテスト唱和
沢田 昌久君
－ 言行はこれに照らしてから －
１．真実かどうか
２．みんなに公平か
３．好意と友情を深めるか
４．みんなのためになるかどうか
ゲスト及びビジター紹介

例会見学 小坂 修一様
ようこそ江南ロータリークラブへ！
会長挨拶

名古屋和合 RC ５０周年記念コンサート準備委員会
福田 哲三様

会長 長瀬 晴義君
１月２１日からまん延防止等重点措置が適用された
為、今年に入り５回の例会を中止させていただきました。
３月２２日より全面解除となり、本日４回目の例会と
なりましたが、まん防中の１２日に行われました、東尾
張分区ＩＭ例会はＷＥＢ方式に変更され開催されました
ので、メンバーが顔を合わせて行う例会は、１月２０日
以来の今年３回目となりました。
全面解除とはなりましたが、まだまだオミクロン株に
よる感染者の減少、そして収束へと向かうのは、いまだ

名古屋和合 RC ５０周年記念コンサート準備委員会
加藤 久直様
ようこそ江南ロータリークラブへ！
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目途が立たない状況での中、４月のロータリーの特別
行事は「母子の健康月間」となっております。
また、１７日、日曜日には２０２２－２３年度 地区研
修・協議会が名古屋国際会議場にて開催されます。
次年度、冨永年度も動き出しました。最近、何故か
足取りが軽く感じるのはそのせいでしょうか？
本日は永田君の会員卓話となっております。また久
しぶりの例会となりましたので数多くの行事が有ります。
永田君の卓話を大変楽しみにしておりますので、本
日もよろしくお願いいたします。

米山功労者表彰

委嘱状伝達
第３回マルチプル

杉浦 賢二君

第１回米山功労者

尾関 育良君

地区諮問委員会/委員、拡大委員会/委員
地区研修・協議会企画委員会/委員
伊藤 靖祐君

PR タイム

防災対策委員会/委員

杦本 哲一君
名古屋和合ロータリークラブ ５０周年記念事業
名古屋東山ロータリークラブ ２５周年記念事業

社会奉仕委員会/委員

片平 博己君

八神 純子さん コンサート
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祝 福 【喜寿・古稀・還暦・初老の祝い】

古稀

出席１００％表彰

２年

堀尾 庄一君

幹事報告
出席報告
会員数
４５名

古稀

還暦

初老

-別紙-

三輪 慎一郎君

幹事

永田 広光君

出席者数

委員
欠席者数

佐藤 弘夫君
出席率

３１名

１４名

８１．５８％

ニコボックス
委員 佐藤 弘夫君
○本日は５０周年記念コンサートの PR に参りました。
皆様のご来場をお待ちしています。
よろしくお願いします‼
名古屋和合 RC 福田 哲三様、加藤 久直様
○本日は約２ヶ月ぶりの例会です。
久し振りのロータリー活動を楽しみましょう。
先日、ご逝去された大池武徳君との突然の別れを偲
んで。
長瀬 晴義、猪子 明、永田 広光、濱島 聡一朗
各君
○一寸、嬉しいことがありました。
倉知 正憲君
○本日、卓話をさせて頂きます。
おもしろい話はできませんが、宜しくお願いします。
永田 広光君
○初老の祝福をしていただき大変恐縮です。
ありがとうございました。
濱島 聡一朗君
○還暦をお祝いしていただき、ありがとうございました。
早川 一三君
○娘が結婚しました。
関東・関西の TV で“さんきら”が紹介されました。
伊藤 かね子君
○久しぶりの例会です。
永田君の卓話楽しみにしています。
松岡 一成、庄田 元久、古田 嘉且、杉浦 賢二、
伊藤 靖祐、片平 博己、岩田 静夫、波多野 智章、
中村 耕司、木本 寛、岩田 進市、近藤 道麿
各君

伊藤 かね子君

早川 一三君

濱島 聡一朗君
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卓 話
「コロナ感染を経験して」

永田 広光君
江南市においても４月に入ってからも日々二桁の感
染者が出ております。いつ、誰が感染してもおかしくな
い状況と言えます。
私、１月中旬にコロナに感染しました。ワクチンは２
回接種済でした。日頃より会社従業員に対しコロナ感
染には十分気を付けるように指導しておりました。もし
感染者が出てしまったら会社の業務は２週間は止まり
ます。うちは納期仕事なので業務に対する影響は大き
いからな。と、従業員に対し厳しくしておりました。そん
な中、普段より厳しく指導している私が真っ先に感染し
てしまいました。従業員には申し訳ないやら、恥ずかし
いやらで謝罪した次第です。
私自身も持病の喘息があるため、感染すると命にか
かわると普段より気にしてしっかり予防はしていました。
私の感染ルートは分かっております。１月２１日（金）
マンボウ中で休みの「あかり」にて従業員さんと、その
娘さん２人で鍋をつつきました。その時、娘の１人が学
校でひろって感染者になっていたようです。結果この鍋
が毒鍋となったわけです。余った鍋を持ち帰り、私の息
子も食べ感染しました。
私の感染が判明したのは、２４日（月）です。その日
は朝より倦怠感、多少の発熱がありました。これはや
ばいなと思い、ＰＣＲ検査をしてもらえて検査結果が当
日出る病院を探し受診しました。まず病院に行き、着い
たら電話連絡。車内でＰＣＲ検査後、車内待機。その後
電話で病院より待合で待つよう指示されました。ここで
病院内に入れると言う事はセーフだなと安心しました。
しばらく待っているともう一度車に戻るように指示されま
した。ん？と思っていると検査の陽性判明が遅れて出
てきたとのことでした。
この頃はまだ保健所もそれほどひっ迫していなかっ
たかと思います。翌日には感染状況の確認、食事の必
要などの電話がありました。翌日より３食宅急便で届き
ました。日本は本当にすばらしい国だと再確認できまし
た。
感染してまず一番に心配したのは、他の人にうつしてし
まっていないかと言う事です。
２２日（土）、２３日（日）と２日ゴルフ。両日ともその晩
食事をとりました。同席した人にすべて電話をしました。
申し訳ない。まずアウトです。と。同席したある方は。ホ
テルに１週間自主待機。ある方は夫婦で仕事をしてお
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り二人とも感染すると会社が大変なことになるとの事で
１週間別居。本当にご迷惑をおかけしました。ですが皆
さん全員感染しておりませんでした。
感染した日より３日間高熱にうなされました。毎晩見
たくもない悪夢にうなされました。
息子も感染しましたが軽症といえるほどの症状でし
た。ですが感染して１０日後、保健所から自宅待機解除
をされたにもかかわらず４０℃の高熱が続きました。再
度病院にいきましたがコロナの再発ではなく細菌が入
ったとのことでした。私の知人にもコロナ中、蕁麻疹が
でて大変だったとも聞きました。
コロナにかかると色んな症状を併発してもおかしくな
いようです。
毎日マスクを着用し、消毒も行っている状況で発熱し
たらまずコロナ感染してます。コロナは命をおとしかね
ない病気です。皆様も普段より十分お気をつけいただ
きたいと思います。

感染中宅急便で毎日届いた食事です
点 鐘

会長 長瀬 晴義君

本日の食事

義捐金のご協力をいただきました
「ウクライナ人道支援」への義捐金を皆様より
いただきました。
なお、ご協力いただきました義捐金の合計金額は
２９，０００円でした。
訃 報
去る４月１日、会員の大池武徳君がご逝去されました。
心よりご冥福をお祈り申し上げます。
写真等がございましたら会報までお知らせください
（担当 三輪慎一郎）

