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第 2482 回例会報告
日

回例会報告
時：令和３年
10 月 27 日（水）

板に掲示中、事前申し込みが必要です。

会

場：例会場

委員長報告

司

会 :ＳＡＡ

開会点鐘

青木委員

●小松親睦活動委員長 例会が通常にスタートし

本間会長

ました。感染者が少なくなってきましたので、事

ロータリーソング それでこそロータリー

業もスタートしていきます。11 月にはスポーツ例

会長報告

会、12 月の年忘れ家族例会、親睦旅行など余程の

本間会長

クールビズは 10 月で終了です。11 月からはネクタ

事が無い限り進めていきますので、皆さんのご協

イ着用でお願いします。日経新聞にロータリーの広告

力をお願いいたします。

が一面にでました。ロータリーも PR をうまく使うよ

ニコニコＢＯＸ

うな宣伝ができれば、拡大にも繋がるのではないでし

●本間会長 本日は久しぶりのリアルでの卓話、山

ょうか。

岡会員の｢感染対策について｣コロナ対応に良い卓

幹事報告

遠藤直孝幹事

●クラブ代表者会議

遠藤常臣親睦活動委員

話だと思います。参考にさせていただきます。
●遠藤直孝幹事

山岡会員の卓話｢感染対策につい

日時 11 月 16 日（火）15 時

て｣これから来るであろう新型コロナ第６波感染拡

場所 ハイアットリージェンシー東京

大に備えて心して拝聴させていただきます。

出席 本間会長

●杉田会員・喜連元昭会員

●第 40 回インターアクト年次大会

本日の山岡会員の卓話

楽しみにしています。歯周病から感染症対策、更に

大会テーマを『異常気象・天災』とし、気象防災
キャスターの天達武史氏の基調講演があります

ゴルフ優勝まで巾広い活躍でこれからも色々とお
話を伺いたいです。

日時 12 月 18 日（土）13 時

●村上会員 山岡先生の卓話、楽しみです。

場所 東京高等学校

●秋廣会員

参加希望の方は事務局へ申込してください

す。ゴルフの腕も相当上げたようで、その勢いで医

●東京サンライズ汐留ロータリークラブより

山岡先生の貴重な卓話期待していま

業の方も頑張って下さい。

ロータリー奉仕デーの活動のひとつとして、12 月

●小澤谷守会員 山岡会員(先生)の卓話、ご苦労様

12 日（日）チャリティーキッズフェスタを開催しま

です。楽しみにしていました！ファイト!!

す。お子様向けのコンサートなので、お孫さんやお

●山崎会員

子様と是非お越しいただきたいです。チラシを掲示

てからの卓話も楽しみにしています。ご苦労様です。
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前に一度卓話をお願いし会員になっ

●遠藤常臣会員

デンテイストとしてスキルの高

い山岡さん(ゴルフの腕もそうあって欲しいのです
が)の卓話楽しみにしています。
●寺澤会員

コロナ禍でなんとなく

山岡先生の卓話楽しみに拝聴させて

使っていたけれど

いただきます。コロナと共に生活がありますので感
染対策のご指導をお願い致します。
●北島正典会員

山岡会員卓話｢感染対策につい

よくわからない用語と感染対策
山岡眞茂会員

て｣新型コロナウイルス他の感染症にかからない心
得として勉強させていただきます。昨日の IM 委員

講師紹介 寺澤会員
山岡プログラム委員長、感染対策についての卓話

会会議にて来年 5 月 2３日にやる事が決まりました。
会員の皆様の協力お願いいたします。

で、改めて山岡先生はお医者様だったと認識をさせ

●岡田会員

ていただきました。
昨日の東京都の感染者数は 29 名、

山岡プログラム委員長の感染症対策

この時期の卓話しっかり拝聴させていただきます。 大分少なくはなってきております。ただここで油断
●伊藤会員 山岡会員、卓話楽しみにしています。 をしますと第６波を迎えてしまうということで、個
●北島清高会員 山岡先生、公私ともお世話になっ

人でしっかりと感染対策をして終息させるという

ております。今日は卓話忙しい中の準備、大変お疲

勢いでこれからやって行きたいと思います。先生、

れ様でした。今日は真剣に拝聴いたします!!

よろしくお願いいたします。

●本多会員 卓話をしっかり聞いて、ウイルス対策

知っておきたい除菌、消毒、抗菌、殺菌、滅菌の違い

をしてコロナと無縁の生活を送りたいと思います。 除菌とは
菌やウイルスを取り除いて、その数を減らすこと
とても楽しみです。
●津戸弘樹会員 山岡会員様、リスクが高い中での

・除菌作用を持つ製品
除菌スプレー、ウェットシート、洗剤など

診療、本当にありがとうございます。本日は卓話楽
しみにしております。

消毒とは

●井田会員 山岡会員の卓話、とても楽しみにして

菌やウイルスを無毒化、または弱毒化すること

おります。勉強させていただきます。

・代表的なのがアルコール

ことでウイルスを弱毒化させる

＊ニコニコ BOX 合計 54,000 円 累計 392,000 円
出席報告

津戸出席奨励委員長

・ほかには次亜塩素酸ナトリウム水溶液など
抗菌とは

１０月１３日 在籍４２名中 出席２９名
閉会点鐘

ウイルスの膜をこわす

本間会長

菌の増殖を抑えること
直接的に菌を殺したり、取り除いたりするのではな
く、菌が住みにくい環境を作ること ウイルスは対
象外
・靴下やパソコン用品、スリッパ、便座など
殺菌とは
菌を殺すこと
殺す菌やウイルスの数など明確な定義はない

殺

菌と表示できるのは医薬品や医薬部外品のみ
・イソジンや薬用石けんなど
滅菌とは
菌やウイルスなどの微生物の数を限りなくゼロに
近づけること
滅菌前の状態から微生物の数を 100 万分の１以下に

10 月 24 日（日）「世界ポリオデー」会場

減らす

地区委委員のお二人が参加されました

・医療器具や手術器具、滅菌ガーゼなど

北島清高会員(青少年奉仕委員会・インターンシップ委員会)
千葉伸也会員(公共イメージ委員会・クラブ広報支援委員会）

新型コロナウイルスについて
2019 年 11 月ごろ、コウモリのコロナウイルスが人
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間に感染して発生したと考えられている。

言われています。

・人間に感染を生じるコロナウイルスには７種類あ

うがいについての豆知識
・鼻うがいも有効
・口からのうがいも喉の奥までは届かないため、水
やお茶を 15 分おきくらいに少しだけ飲む方が、
効果的にウイルスや細菌を胃まで落とすことが
できる（ウイルスが粘膜に付着してから侵入する
まで数分から 20 分と言われています）
津戸弘樹会員より
先程、歯科医の感染した方がほとんどいないとお
聞きしました。私の病院でも発熱外来で毎日コロナ
患者さんを診ていますが、防御をしっかりしている
ことによって医師の中では発症者はいません。
ワクチン・特効薬を待つところではありますが、
まず服の着替え・マスクを隙間なくする・フェイス
シールドをする・面会のあとは必ず手洗いうがいを
することで、大分ワクチンに引けをとらない防御が
できるのではないかと思っております。
コロナウイルスの心配がなくなったという時期
までは、ワクチン大切だと思いますが、皆さん日常
の清潔を心掛けることで、だいぶ防げるものだと自
信をもって実践していただきたいと思います。
最後に
歯医者は当初、飛沫を浴びるとか、衛生士さんが
働きたくないとか、困っていた歯医者さんがいたの
ですが、結局はクラスターも無ければ感染も無いの
で、防御をして、皮膚についても触らなければ感染
が無く、粘膜に気を付けることに尽きると思います。
身近にできる手洗い・うがい・換気をしていく事
が大事だと思います。

り、4 つはいわゆる風邪のウイルス（多くの子供
は６歳までに感染）、SARS や MERS のコロナウ
イルス、新型コロナウイルスは７番目のコロナウ
イルス

新型コロナウイルスに感染すると
発熱
倦怠感
喉の痛み
咳
筋肉痛
食欲の低下
嗅覚、味覚異常
新型コロナウイルス感染症の予防方法について
・新型コロナウイルスは人の『目、鼻、喉』の粘膜
から侵入することで感染する
・傷のない皮膚から侵入することはない
・接触感染はウイルスがついた手で無意識の内に自
分の『目、鼻』の粘膜に触れることで感染する
感染を予防する方法
『目、鼻、喉』からウイルスの侵入を防ぐこと
①『三密』をさける 密集、密接、密閉
②手洗い、うがい
③マスク着用
④目、鼻、口を不用意に触らない
⑤部屋の換気
・部屋の換気がすごく大事だと思います。
・僕らの仕事では仕事の 3/1 は手洗いだと
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国立市よりクラブにいただきました
門倉俊明都市整備部長より本間会長へ
10 月 28 日クラブ事務所
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