
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

入間(木)、入間南(火)、飯能(水)、日高(火)、狭山中央(火) 

                   所沢(火)、新所沢

(火)、所沢西(火)、所沢東(木)、所沢中央(月) 

 

 

 

          

第 1273 回 ( 7 月 2 日) 例会の記録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点  鐘  菊田邦彦会長 

合  唱  国歌斉唱・奉仕の理想 

第２副ＳＡＡ  沼﨑会員 大野会員 

 

出席報告 出席向上委員会 < 沼﨑正徳 委員長 > 

会員数 出席者数 出席率 

21名 18名 85.71 ％ 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

菊田邦彦 会長 

今日から会長に就任させていただきました。一年間

どうぞ宜しくお願い致します。 
何もわからないうちに会長職を引き受けてしまったの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ですが、この一年で、狭山中央ロータリークラブの歴

史を紐解いていければと考えています。 

過去のネパールやモンゴルのDVDをいくつか見せて

いただき、先輩会員の皆様は、本当に多くの素晴らし

いことをされていたのだと改めて認識いたしました。 

 

私は、新狭山ロータリークラブの石田さんと懇意にさ

せていただいております。石田さんもロータリークラブ

の事をよくご存じなので、色々教えていただいており

ます。そして、私が会長になった時には、新狭山 RC

と狭山中央RCで一緒に何かやりませんか？とお声が

けいただいておりました。今回の「狭山市中学生環境

作文コンクール」はその一つです。 

クラブ間の垣根を取り除いて簡単に行き来できるよう

にしてコミュニケーションを密にしたら、今よりもっとも

っと楽しく、そして充実すると思います。 

過去に 2つのクラブで、入間川の河川敷に桜の苗木

を植えたと聞き、先日見に行ってまいりました。 

だいぶ大きくなっていました。ただ、それをロータリー

クラブがしたということがわかるようになっておらず、少

し残念に思いました。やはりクラブを PRすることは必

要です。毎年ひまわり倶楽部に、じゃがいもをはじめ

様々なものを寄付していますが、対外的に PRできる

ような手立ても必要なのではないかと思っています。 

 

手探りではありますが、わからないなりにもひとつひ

とつ進めていくつもりでおりますので、皆様ご協力く

ださいますよう宜しくお願い致します。 

例会前に役員の新旧交代セレモニーを執り行いました 

  旧役員より新役員へ  
     襷の引き継ぎ 
  旧会長・幹事より新会長・幹事へ  

     徽章の引き継ぎ 
   新会長より旧役員へ        

     記念徽章と花束の贈呈 

 

 

 ＲＩ会長    シェカール・メータ 

        ＲＩテーマ 『奉仕しよう 

             みんなの人生を豊かにするために』 
地区ガバナー 水村雅啓 

      地区テーマ 『もっと夢を もっと奉仕を』 
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[第 3 ｸﾞﾙｰﾌﾟ例会日: 新狭山○月 入間○木入間南○火 飯能○水 日高○火 狭山中央○火 所沢○火 新所沢○火 所沢西○火 所沢東○木 所沢中央○月］ 
 

 

会長の時間 

国際ロータリー 

第２５７０地区 

2021～2022 年度 

週 報 

〔例会場〕ニックス 〒350-1305 狭山市入間川 4-25-3 TEL 04-2954-9595 

〔事務所〕〒350-1305 狭山市入間川１-24-48 TEL 04-2952-2277 FAX 04-2952-2366 

          HP： https://www.schuohrc.org E-mail： schuohrc@p1.s-cat.ne.jp 

 会長 菊田邦彦  会長ｴﾚｸﾄ 渡邉髙治  副会長 寳積英彦   幹事 小林奈保絵 

 

 

 



 

米山記念奨学生グエンフォンマイさんへ 

7月分の奨学金 100,000円をお渡ししました 

マイさんよりひとこと 
先日じゃがいも掘りに参加さ
せていただきました。 
たくさん収穫できました。 
私もハート型のじゃがいもを
みつけてとても嬉しかったで
す。その日の夕食に美味し
くたくさん食べました。 

大学はもうすぐ前期の授業が終わります。 
夏休中にホテルのインターシップがあります。 
コロナ禍でホテルを探すのは非常に厳しい状況でした
が、いくつかエントリーしましたので、今その結果を待
っているところです。 
菊田年度も皆様宜しくお願いします。 
 

 

 

 

 < 小林奈保絵 幹事 > 

・「2021-22年度計画書」配布のご案内 

内容に間違い等がありましたら事務局にお知ら

せください。 

・「2020-21年度ガバナー相原茂吉様から皆様へお

礼のメール」のご案内（回覧） 

受贈会報 

・所沢中央ＲＣ ・所沢西ＲＣ 

回  覧 

・RI日本事務局より「在宅勤務延長のお知らせ」 

・埼玉県腎・アイバンク協会より「総会資料」 

・「ロータリー日本 100年史」販売のお知らせ 

・所沢 RCより「例会場変更のお知らせ」 

・入間 RCより「例会変更のお知らせ」  

 

 

 

6月 20日（日） 

じゃがいもの収穫 及び 子ども食堂へ寄付 
今回は、米袋 23袋分、およそ 500キロのじゃがいも
を収穫することができました。じゃがいもはもともとメキ
シコが原産です。種植えから収穫まで約 3か月と栽
培期間が短く、また、栄養価が高くでんぷん質が多
いので、痩せた畑でもできることから、世界の食糧を
占める割合は小麦に続いて多いそうです。保存性も
高く、収穫後も芽かき（芽を取り除く）をすると春まで
食べられます。また、調理法も色々ありますので、こ
ども食堂には適していると思います。来年も行う予定
でおりますので、植え付けから収穫まで、またよろしく
お願い致します。 今回ご協力いただいた皆様、 

  ありがとうございました。 
 

 

 

 

・親睦活動委員会      < 佐々谷悦子 委員長 > 
 7月記念日のお祝い 

 会員誕生    若松君 

 夫人誕生    稲見君 大野君 若松君 

 結婚記念    大野君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寳積英彦 会員 
- 医療法人尚寿会 理事長 - 

 新型コロナワクチンについて  
 

皆様同様、私達医療従事者にとっても、新型コロナウ

イルス感染症やワクチンは初めてのことです。 

難しい遺伝子のことはインターネットにたくさん出てい

ますので、今回は、今どういう現象が起きているのか。

また、ワクチンに関しての風評や都市伝説について、

理論的な正しいことをお話ししたいと思います。 

 ワクチンの必要性  

 ワクチンを打たないより打った方がメリットが大きい 

 効果  

 1回接種で 65％、2回接種で 95％発症を抑えられ

る（ファイザー社コミナティ治験） 

 1回目の接種でアレルギーが出た場合、2回目の

接種はできない 

 発症を抑えられるが感染はするということ 

 最近では、コロナウイルスの発症を抑えるだけでな

く、感染を予防することがわかってきた 

 1回接種で 30％、2回接種で 100％の抗体価（抗

体の量）が得られる 

 2回接種が原則 

 2回目の接種から 6か月は有効性が持続される 
（インフルエンザワクチンと同等） 

（1年以上有効だった人もいる） 

 今後、年一回の定期接種になるのではないか 

 筋肉注射なので痛い 
（皮下注射より筋肉注射の方が免疫がつきやすい） 

 2回目の接種後 1週間で抗体ができる 

 変異株にも有効（現状では） 

 副作用  

 接種100万回中11回アナフィラキシーに該当する

症状が発生 

 接種後 15分以内に出る 

 ワクチン接種が始まるまでの苦労・協力的な行政  

昨年、地域内の多くの医療機関でインフルエンザのワ

クチンが不足しました。今回のコロナワクチンは市民

委員会報告 

幹事報告 

会員卓話 

栗原成実会員より報告 



全員打たなければなりませんので、もしまた昨年のイ

ンフルエンザワクチンの時と同じようなことが起きたら、

医療機関は機能できません。 

狭山市のワクチン接種は今のところ順調に進んでい

ますが、ここまでくるには行政と医師会でたくさんの話

し合いが行われました。そして、予約は行政、接種は

医療機関という提携のもとワクチン接種開始となりまし

た。 

狭山市では、予約申し込みを市の職員がサポートを

する取り組みを実施し、狭山市職員や民生委員の方

が高齢者の自宅におもむいて予約を取ってくれまし

た。そのお陰で、非常にスムースに予約が取れたの

ではないかと思います。 

私達のエリアにワクチンは非常にたくさんあります。全

国ではワクチンが届かないところもあるようですが、狭

山市には潤沢にありますので、予約が少し遅れても

枯渇することは決してありません。必ず打てます。 

 接種医療機関での苦難  

私共の施設にも毎日色々な方がワクチンを打ちに来

ます。 

予約時間は決まっています。しかし、多くの方が 1時

間前に来て自分の順番を待っておられます。私達が

定時にワクチン接種を開始しても、「なぜ待たせるの

か！」「待たせられて体調が悪くなった！」とお叱り頂

くことが多々あります。 

当日体調の悪い場合には、延期して体調がよくなっ

てから接種していただきます。しかし、体調の悪い方

に「今日はやめておきましょう」と伝えると、「ふざける

な！予約を取るのがどれだけ大変だったか！」とご指

摘を受けることも多々あります。 

ワクチン接種の時には本人確認書類が必要です。 

本人確認書類を忘れた方に、「申し訳ありませんが、

予約時間を過ぎても打ちますので取ってきていただ

けませんか？」と言うと、「俺を知らないのか！ここの

理事長をよく知っている！」と発狂(？)します。私は対

応している職員の隣に座っています。そしてその人を

知りません。本当に色々なことがある毎日です。。。 

マイナス 70℃の冷蔵庫に手を入れてワクチンを取り

出す薬剤師、本来ならば 1瓶から 5バイアルしか取れ

ないワクチンを必死になって 6バイアル取る看護師、

待たされたと言われて怒られる事務職・・・・ 

この人たちに特別手当は出ていません。 

 感染対策  

「感染から身を守る」 「感染してもうつさない」 この 2

つが大きな基本です。 

新型コロナウイルスの感染がはじまった当初はなかな

か原因がわからず、同じパソコンを使ったからとか、同

じタブレットに触れたから感染したと思われていました

が、しかし、最近では接触感染の確率は 1／10000だ

ということがわかってきました。私共の医療機関でも、

机を拭いたり、アルコール消毒などは 1回しか行いま

せん。では何で感染するのか。飛沫です。 

PPE（Personal Protective Equipment）個人用保護具

は医療従事者が自身で感染を防ぐためのもの、マス

クは他人にうつさないよう他人のためにするもので

す。 

一般的な市販のマスクはウイルスを通しますが、唾液

が飛ぶのを抑えることができます。 

（医療用マスク N95は空気感染を防ぐことができます

ので、結核やコロナの患者さんを診る時に着けま

す。） 

皆さん、マスクは人のためにつけるということを決して

忘れないでください！ 

公の場でマスクをはずすことは”他人に迷惑をかけて

いるのだ”という認識を決して忘れないでください！ 

 日本のワクチン事情  

日本はコロナワクチンで大きく出遅れています。 

日本には安全性の高い薬品しか入ってきません。入

ってきたとしても使われません。 

抗がん剤に関しても、海外では画期的な薬がたくさん

出てきています。日本で助けられない方が海外でそ

の薬を使って助かった症例が山ほどあります。 

日本は本当にセイフティーな国ですので、第 1層、2

層、3層の試験を通らないと薬の認可がおりません。

一方よくない文化もあります。科学的に立証されたも

のでも、風評、都市伝説などでイジェクトしてしまいま

す。最近は、子宮頸癌はワクチンを打つことによって

防げる癌になりました。しかし、本当に副作用かどうか

わからないと思われる作用があったということで、日本

の政府は子宮頸癌の定期接種をやめてしまいました。

世界中で子宮頸癌が減っていいないのは日本だけで

す。そういう現状もあります。 

先ほど 1・2・3層あると言いましたが、3層試験というの

は人体実験です。要するに日本人が何千人、何万人

使ってみて大丈夫だったのでさあ使いましょう、という

のが第 3 層試験と言います。今回のコロナワクチンは、

それが行われずに導入となりました。 

日本の歴史上初めての事です。日本としては今まで

にない画期的な垣根を乗り越えた一つの大きな進歩

ではないかと思っています。 

現状で私達国民ができることはワクチンを打つことだ

けです。ただし、アレルギーなどで打てない方がいる

のも現状です。 

 インフルエンザワクチンを打ってショック症状に近い

反応が出た方 

 喘息発作がコントロールできない方 

このような方に打つことができないのはやむを得ない

とだと思います。 

宗教的なことで打てない、ということに関しては、医学

が立ち入れないことですので発言は控えさせていた

だきます。 

 最後に持論です  

どんな親切も毎日受けているとそれが普通になってし

まいます。非常識も毎日起こると常識になってしまう。 

オリンピックをやると刷り込まれてしまうと、やるのが当

然だという認識になってしまう。 

私は、医学に関してだけは皆さんより少しばかり知識

を持っています。 

一歩立ち止まって考えてみると、「日本でのオリンピッ

ク開催はあり得ません！」 

そう思いながらいつもテレビを観ています。 

 

 

 



 質疑応答  
Q 台湾では、日本から提供されたアストラゼネカ社

製ワクチン接種後多くの死亡が出たようだが、今

後日本でもアストラゼネカ社製ワクチン接種はある

のか？ 

A 現状では、日本でアストラゼネカ社製のワクチン接

種はしない 

（現状のプラン） 

ファイザー ------------ 増産 

モデルナ ------------- 今後開始予定 

アストラゼネカ --------- 日本での予定なし 

Q 2回のワクチン接種後、マスクはしなくてもよくなる

のか？ 

Ａ 現状の日本のガイドラインでは接種後もマスク着

用 

Q マスクをはずせるのはいつ頃になるのか 

Ａ 年内に 12歳以上の方の接種は終わると思うが、

日本はセーフティーセーフティーなので、日本が

マスクをはずした社会を認可するかどうかは今のと

ころ難しいのではないか。今後の動向を見てみな

いと何とも言えない。 

Q ワクチンは 1回打てば大丈夫という人がいるが？ 

Ａ 2回接種で 95％発症を抑えることができるが、1回

だけでは約 6割しか抑えられない。 

なので、2回接種が必要。 

1回目の接種から 3週間後に 2回目を接種するが、

2回目の時期が過ぎてしまっても 5週目までは効

果があるので、必ず 2回接種すること。 

 

 

 

 
菊田君  今日から新年度。わからない事ばかりな

のでいろいろ御迷惑をかけますがよろし
くお願いいたします。 

小林君  梅雨空の下の船出となりました。今期幹
事を務めさせていただきますが、これが
また何とも心もとないのです。実行する
に考えなければならない事がこんなにも
多いのかと、今からないアタマをフル回
転です。こんな状況ですが一年間よろし
くお願い申し上げます。 

江原君  今日から菊田年度の始まりですね。菊田
会長他各役員の皆様、一年間宜しくお願
い致します。本日の会員卓話でお話しい
ただく寳積先生、「コロナワクチン接種状
況」についての卓話を楽しみにしており
ました。宜しくお願い致します。 

浜野君  今期から SAA をおおせつかりました浜野
です。つたない司会ですが一年間頑張り
ます。宜しくお願い致します。今年もノ
エビア商品を会員・夫人誕生、結婚記念
に採用して頂いて有難うございました。
寳積先生、コロナワクチンの接種状況、
大変興味があります。宜しくお願い致し
ます。マイさんいらっしゃい。 

稲見君  菊田邦彦会長年度、今日が出発日です。
おめでとうございます。役員の皆様がん
ばってください。寳積先生、今日の卓話
楽しみです。 

稲見君  家内の誕生日祝、ありがとうございます。 
小島君  菊田年度船出おめでとうございます。 

     1 年間宜しくお願い致します。会員卓話
寳積先生、お話楽しみにしておりました。 

栗原君  菊田年度のスタートおめでとうございま
す。楽しい一年にしましょう!! 

宮岡君  菊田年度がすばらしい年になります様に、
又 寳積会員の卓話楽しみにしています。 

沼﨑君  菊田新会長、就任おめでとうございます。
新体制で一年間よろしくお願いします。 

柴田君  昨年度のクラブ活動では大変お世話にな
りました。今年度から菊田会長が会の運
営をされます。ひきつづき会員の皆様の
ご協力の程、お願い申し上げます。 

清水(幸)君菊田年度のスタートです。会長はじめ役
員の皆様よろしくお願い致します。寳積
先生、コロナの話たのしみにしています。
よろしくお願い致します。 

田端君  菊田年度が始まりました。本年度もどう
ぞよろしくご指導下さい。副会長寳積英
彦様、本日楽しみにしておりました。 

渡邉君  寳積副会長の卓話を楽しみにしておりま
した。特にコロナワクチン関連のお話と
の事・どうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 8月、9月のプログラムについて 

承認 

 8月 27日 夜間例会について 

今後のコロナ感染状況・ワクチン接種状況を

踏まえ要検討 

 8月 20日 ガバナー公式訪問ついて 

集合写真関係はクラブサイドで手配 
（東武サロンでお願いしていた吉田さんへ依頼予定） 

クラブ協議会は、ひまわり倶楽部の井島様に

参加依頼 

詳細は会長・幹事・井島様で検討 

 狭山市中学生環境作文コンクールについて 

協賛金 50000円の予定 

ホームページに掲載 

次回例会で会員へ報告 

 創立 30周年記念例会について 

次年度実施までに要検討 

 ロータリー財団・米山記念奨学会への個人寄

付について 

今後の課題 

 

 

◆ 次の例会 ◆ 
   7月 16日（金）  

 第 2 副 SAA：清水(武)会員 清水(幸)会員 

 クラブ協議会 

7月 23日（金） 

 例会取り止め 

7月 30日（金）  

 例会取り止め 

定例理事会（例会終了後） 

   例会場に車でお越しの会員の皆様へお願い 

駐車場は店舗前ではなく、裏側の広い駐車場
．．．．．．．．

をご
利用くださいますようお願い申し上げます。 


