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THE ROTARY CLUB OF CHOSHI 

創 立  昭和32年３月２３日 

RI承認  昭和32年４月１５日 

会  長   田 中 英 子 

副会長   石 毛   充 

幹  事   髙 瀬 幸 雄 

会  計   常世田 祐 一 

例会日時 毎週水曜 12:30～ 

例会場  銚子商工会館５階大会議室 

事務所  銚子市三軒町19-4 

     銚子商工会館４階 

電 話  0479-23-0750 

ファクス 0479-25-8789 

E‐mail   rotary@choshinet.or.jp 

URL http://www.tcs-net.ne.jp/~crc/ 

2020-2021年度 ＲＩ会長テーマ 

ロータリーは機会の扉を開く 

ROTARY OPENS OPPORTUNITIES 

ＲＩ会長 ホルガー・クナーク 

 

国際ロータリー第2790地区 

銚子ロータリークラブ会報 

第２７９０地区 

ガバナー漆原 摂子 (勝浦RC)  

広報・会報委員会   

委員長  金島   弘  

副委員長 大岩 將道  委 員 上総 泰茂 
  

 
 

週のプログラム 

「新入会員卓話」  馬場 千誉会員 

 

前回例会報告（２月２４日） 

点 鐘：田中 英子会長 

ロータリーソング：四つのテスト 

 
ビジター紹介： 

国際ロータリー第 2790地区  

管理運営統括委員会 副委員長 矢野 理恵様 

（卓 話） 

会長挨拶 
本日は、国際ロータリー第2790地区管理運営

統括委員会 副委員長 成田RC 矢野理恵様にお

越し頂いております。矢野様には後程卓話をお

願いしておりますので、どうぞよろしくお願い

致します。 

さて、昨日 2 月 23 日は天皇誕生日でしたが、

2月 23日はロータリアンにとって特別な日でも

あります。それはロータリー創立記念日です。ご

存じでない方もいらっしゃるかと思いますので、

改めて、ロータリークラブの誕生についてお話

ししたいと思います。 

ロータリークラブの始まりは、米国イリノイ

州シカゴの青年弁護士ポール・ハリスが、さまざ

まな職業をもつ人がアイデアを分ちあい、生涯

つづく貴重な友情を築くことのできる場所を思

い描き、1905年 2月 23日、ポール・ハリス、ガ

スターバス・ローア、シルベスター・シール、ハ

イラム・ショーレーの 4 人が、シカゴ中心街の

ユニティ・ビルにあるローアの事務所である（

711号室）に集まり、これが世界初のロータリー

クラブ例会となりました。 

ハリスは、同業者間の親睦の難しさを痛感し

ていたので、競争相手とならない友人の輪をつ

くりだそうと、会員を一業種一人に制限しまし

た。これが、ロータリーの職業分類制度の始まり

です。これによって、他の会員から商売上の利益

を得ることを目的として入会したような人でも、

クラブ内の温かい雰囲気に包まれて、利益より

もっと満足できるもの、すなわち「親睦」を見い

だすことが出来るようになりました。他の職業

の会員と話し合い、友情を育て、互いに協力して

地域が抱えるいろいろな課題の解決を支援でき

るようになったのです。 
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ロータリーの親睦は、単に会員同士が仲良く

するというだけではなく、奉仕活動の基礎とな

るものでした。さらに、共に行う奉仕活動が一層

親睦を深めることになり、ロータリーは親睦と

奉仕の融合の場となりました。 この職業分類制

度によって、会員は、クラブに対しては自己の職

業の代表者という責務を負うことになり、また、

ロータリアン以外の人に対しては、日常の仕事

を通してロータリー精神を普及する責務を負う

ことになりました。そして、この二つの責務が職

業奉仕の基盤となったのです。 

ハリスは長い闘病生活の末、1947年 1月 27日

シカゴにて 78歳で永眠しましたが、亡くなる前

に、「葬儀に花を贈る代わりにロータリー財団に

寄付をしてほしい。」と言い残しました。偶然に

もハリスが亡くなる数日前に、ロータリーのリ

ーダーたちは財団での大規模な募金に取り組ん

でいました。訃報を受け、ロータリーは寄付金を

集める方法のひとつとして、ハリスの遺志を反

映したポール・ハリス記念基金を設立。亡きロー

タリー創設者を偲ぶため、多くのロータリアン

がこの基金に寄付しました。逝去から 18カ月間

にロータリー財団に 130 億ドルの寄付が寄せら

れ、財団の最初のプログラムである高等教育奨

学金に充てられたそうです。 

最後に、1933年ボストン国際大会で行われた

ポール・ハリスのラジオ演説の一節を紹介しま

す。 

「究極的に、ロータリーは生き方であり、良き、自

然で、健全で、友情に満ちた生き方なのです。この

世界には、まだロータリアンとなっていない潜在

的なロータリアンが大勢います。その多くの方が、

今、この放送を聞いておられます。同胞である人間

に対する愛を心に抱いているなら、あなたは潜在

的なロータリアンです。」 

この演説の一説は、「ロータリーとは？」と尋

ねられたら、思い出したい究極の言葉であるよ

うに思います。 

 

幹事報告 
1. 会長エレクト研修セミナーご案内 

2. 【訂正】風の便り Vol.6 No.7 (通巻 77号） 

…ガバナー事務所 

3. 今後の予定 

4. 次年度第 8グループ AG選出について 

…第 8Ｇガバナー補佐大塚榮一様 

5. 令和２年度学位授与式及び令和３年度入学宣

誓式の開催について 

…千葉科学大学 

会員の記念日   

入会記念日 淵岡 彰介会員(2月 21日) 

      伊藤 浩一会員(2月 23日) 

創業記念日 小田島國博会員(2月 21日) 

 

ニコニコＢＯＸ  

✧石毛 充会員 

本日は、成田ＲＣ矢野理恵様よ

うこそ銚子ＲＣへ。卓話楽しみ

にしてます。 

 

 

 

 

＝卓話者紹介＝   副島 賢治例会運営委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓  話 

「消毒薬の効果と持続性の検証」 
国際ロータリー第 2790地区  

管理運営統括委員会 副委員長 矢野 理恵 様

（成田 RC） 

管理運営統括委員会副委員長（成田 RC）の矢

野理恵です。本日は卓話のお時間を頂戴しまし

てありがとうございます。現在、国際医療福祉大

学大学院の研究生として消毒薬に関する検証を

しています。様々なデータを取得し、その一部に
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ついてご紹介したいと思います。 

感染対策の一つとして、消毒があげられます。

しかし、消毒をしたという結果のみで、消毒が出

来ているのかを検証しているところはほとんど

ありません。感染が拡大する一つの要因として、

消毒施工の在り方に問題はないか、これについ

て研究を始めました。コロナ感染対策として、厚

生省ＨＰのポスターを紹介します。 

ここで示されていることは皆さん実行している

と思います。これだけの対策を行っているにも

関わらず、流行が収まらないのはなぜか？ 

どこかに落とし穴があるのでは？原因を見つけ

ないと具体的対策が出来ない。これ以上何をす

ればよいのか？  

 感染のポイントは、3 つ！ 

① 飛沫感染 

★マスク着用が大事！ 

これに関しては、皆さんが徹底して対応して

います。素材によって効果の大小はあるもの

の、みんなの意識が高く・実行されているの

で継続していただければと思います。 

★うがいは、まだ習慣化されていない！ 

ＰＣＲ検査は、唾液採取します。つまり、口腔 

内にウイルスが潜んでいるということです。 

うがいをすることで、口腔内のウイルスを体 

外に排出することによって、会話時に飛沫す 

るリスクは下げられます。しかし、発症して 

大量のウイルスを体内に持っている人は、う 

がいの対処だけでは不十分なので入院措置等 

の隔離が必要となります。 

フロアに入る前にうがいをしてから入室をす 

るだけで、感染リスクが減少することが考え 

られるので、ぜひ皆さんに実行していただき 

たいと思います。 

② 接触感染 

接触感染の一番の原因は「手」があげられま

す。体内にウイルスを運ぶ手段は、手が一番

多いです。例えば、飲食時があげられます。こ

こで皆さん、手をきれいにする手段として何

をされていますか？主に手洗いと手・指の消

毒があります。 

昨今は消毒をされる方が圧倒的に多いのです

が、厚生省のポスターを観て頂くと消毒より

手洗いを推奨しています。手洗いをしていれ

ば、消毒薬を使用しなくてもよい！と記載も

あります。 

しかし、世間では手洗いより消毒が主流とな 

っている。手洗いの方が効果的であるという 

データが 1 論文しかないからです。 

手には、細菌だけでなく、汚れ（手垢・油等） 

が存在する。アルコールが直接細菌に触れれ 

ば効果を発揮しますが、手の汚れが邪魔をし、 

このような結果となることが分かってきまし 

た。 

手洗い後は、汚れも細菌も洗い流されるので

消毒より効果が高い事がわかりました。 

みんなで正しい感染症対策をすることが重要

です。 

③ 空気感染は換気が一番。 

空間にいるウイルス数を測定する装置はない。

空気清浄機のフィルターによってはウイルス

をキャッチする事は出来そうですが、空間噴

霧等の有効性は実験室の中のみであり、一般

家庭や職場内での検証した論文はありません。

厚生省も空間噴霧を推奨していない理由はこ

こにあると思います。 

まずは、自分ができることから始め、それを習慣

化していくことが大切です。 

感染症対策・衛生管理の意識を高め、実践してい

くことから始めていただければと思います。 
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【出席報告】  

会員総数３８名 出席計算３５名  

出  席２４名 欠  席１１名  

出席率 ６８．５７％ 

欠席者: 馬場君・廣瀬君・木曽君・松本君 

永澤君・須永君・信太君・常世田君 

鈴木君・吉原君・高橋宏明君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

例会運営委員会 寺内忠正会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Ｍ Ｕ】  

3/2第 8グループ会長幹事会 田中君 

 

【ニコニコ】 

    

 

 

 

 
 

 

 

ニコニコ BOX ￥  7,000 計 ￥425,500 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥ 33,643 

米山 BOX ￥  2,200 計 ￥ 35,651 

希望の風 ￥ ― 計 ￥188,170 

次週（３月１０日）プログラム 

「成田国際空港を活用したインバウンドと 

外国人人材の活用」  

千葉県議会議員 林 もとひと様 

 

 

 

お弁当： 大新(幕の内) 

 

 

 

 


