
新型コロナウイルスの猛威

により世界に不安と困難な状

況が広がる中、ロータリー会員

と参加者たちが画期的な方法

で支援し、離れていても手を

差し伸べる方法があることを示

しています。奉仕と行動を大切にするロータリー会員

は、地域社会で率先してプロジェクトを立ち上げ、支援

を必要とする人びとへの援助を行っています。しかし、

多くの地域で生活が急変しており、保健専門家らは、

人びとが互いの距離を空け、感染力の強いこのウイ

ルスの拡大防止のために必要であれば自己隔離す

ることを呼びかけています。

「疾病の予防と治療」はロータリーの主な活動分野

の一つです。これまでも会員は、適切な手洗いや感

染予防法について啓発活動を行い、医療従事者へ

の研修や医療機器を提供してきました。現在は、各

地の保健当局による新型コロナウイルス情報の周知

を援助し、パンデミック（世界的大流行）によって多大

な負担を強いられている医療施設や病院に防護用

品を寄贈するといった活動を行っています。

現在までに、以下のようなさまざまな方法で会員が

地域社会を支援しています：

感染の被害が最も大きな国の一つであるイタリアで

は、第2080地区内のクラブが寄付を募り、多くの患

者をかかえる病院のために人工呼吸器と防護用品を

購入しました。さらに、中国での流行が最悪となった

際には、現地での感染拡大防止のため、同地区のク

ラブがマスク購入用に21,000ドル以上を集めました。

同じくイタリアの第2041地区はネットで寄付を募り、

ミラノの催事場に建てられた400床の病院で新型コロ

ナウイルス患者の治療にあたる医師や看護師のため

に、防護用品を購入しました。

香港では、ロータリークラブが資金を集めて医療品

を購入し、公営住宅を訪問してマスクと殺菌剤を配り

ました。

スリランカのロータリークラブは、空港トイレに体温

計を設置したほか、コロナウイルスに関する認識向上

のポスターを作成して全国の学校に配りました。

パキスタンのカラチ・ダラクシャン・ロータリークラブ

は、数千枚のマスクを地元市民に配布しました。

第3700地区（韓国）内のクラブは、赤十字に155,
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【 本日のプログラム 】 7月30日 卓話 コロナウイルス感染防止策「ﾘﾓｰﾄﾜｰｸの実施策について」 市川彰朗様

【 次回予告 】 8月6日 クラブフォーラム 「会員増強について」 辻 彰彦 ガバナー補佐

【 第1988回例会】 令和2年7月16日（木） 【 司会SAA 】 小栁 智裕 君

【 斉唱 】 「奉仕の理想」 【 ソングリーダー 】 向井 嘉男 君 【ゲスト】 北島隆太郎様、陳勝様、関明月様

【ビジター】 冨岡弘文 様、三浦高義 様（大和RC）、溝渕信一 様、鏑木重治 様（座間RC）

会員数 出席者 出席率 前々回修正 出席免除 欠席者 6名(敬称略)

27名 20名 76.92% 88.89% 1名 原嶋、肥田、池澤、鈴木、竹野、富澤

会長の時間 北砂 明彦 会長
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000ドルを寄付しました。

ナイジェリア、アクワイボム州のロータリークラブは、

ウイルスの恐ろしさを伝えるキャンペーンを実施。地

元の2つの学校でコロナウイルスによる病気と予防法

について指導したほか、健康維持のための衛生習慣

に関する資料を配布しました。

米国（メリーランド州）のメトロ・ベテスダ・ロータリー

クラブでは、各ボランティアが毎週、隔離状態にある

一人暮らしの市民に連絡して状況を確認し、必要な

ものがないかどうかを尋ねています。会員はまた、こ

のような人びとの玄関先に花を届ける活動も行ってい

ます。２７８０地区 ２０２０－２１年度地区補助金

新型コロナウイルス対応プロジェクト

２７８０地区では新型コロナウイルス対応プロジェクト

として神奈川県内の病院へフェイスシールド２０，１６

０個（２，３７７，２１０円）神奈川県を通じて寄付をす

る。

葉山RCでは、地域自治体と連携し、高齢者施設・

幼稚園・保育園・葉山町役場・基幹病院「葉山ハー

トセンター」にマスク２０，０００枚を支援（＄４，２０６）

相模原南RCでは新型コロナウイルス感染者指定

医療機関の医療従事者向けに医療用ガウン２，０００

枚を支援（第５グループ合同）（＄４，６７２）

相模原かめりあRCでは、相模原市内の４つの医療

機関に、治療や生活サポートに欠かせない体温計、

消毒液、医療用手袋を支援（＄６３０）

座間RCでは座間総合病院と相模台病院へ医療

用ガウン・フェイスシールドNIOSH検定N95マスク・非

透過性納体袋を支援(＄４，６７３)

横須賀RCでは、市内の病院へフェイスシールド・マ

スクを支援（＄１，３６７）

三浦RCでは、三浦市立病院へサージカルマスク・

滅菌器・検診機器を支援(＄２，１７８)

小田原RCでは、小田原医師会を通じて、小田原

市内の病院へ医療用マスク６，０００枚を支援。（＄２，

２４３）

海老名欅RCでは海老名市内の高齢者施設・幼稚

園へのマスク５，０００万を支援（＄１，３７４）

藤沢北RCでは、自治体と連携し、藤沢市民病院

へマスク１８，６００枚・手袋４，０００枚を支援(＄３，

７３８)

寒川RCでは、地域医療機関、介護施設向けにマ

スク１０，０００枚・手袋９５０枚を支援(＄２，０１０)

茅ヶ崎RCでは、自治体と連携し、地域の幼稚園・

小学校３８か所に殺菌効果のある次亜塩素酸水生

成タブレットを支援（＄２，１４６）

厚木RCでは、厚木市、愛川町、清川村にアルコー

ル消毒液１，０００本を支援(＄４，６７３)

米山奨学生 関明月さん 奨学金授与

大和青年会議所 北島隆太郎理事長、陳勝専務理

事 クラウドファンディング目標達成のご挨拶

【表敬訪問】

大和RC 冨岡弘文会長、三浦高義幹事

座間RC 溝渕信一会長、鏑木重治幹事

①地区より例年のクリーンキャンページ中止のお知ら

せが届いております。

②直前会長、幹事お疲れさん会を7/30開催します。

③2021年ロータリー国際大会のご案内
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【お祝いの方々】

親睦活動委員会 阿萬 正巳 副委員長

会員誕生日 肥田 昭 君 7月25日

配偶者誕生日 北砂 仁美 夫人 7月29日

創業記念日 髙橋 清 君 7月17日

石川 達男 君 7月20日

入会記念日 髙橋 清 君 7月23日

「コロナウイルス危機をどう乗り越えたか」

入江 公敏 君

最初にこの題目で、卓

話をとの話を頂きましたが、

まだまだ、第1波が集結して

おらず、今日も東京で280

人以上の感染者が報告さ

れており、今はコロナ危機を

どう乗り越えるか議論されており、どのようにお話をし

たらよいのかと思いました。

大和自動車学校としては、神奈川県知事の要請

を受け、4月14日から5月26日まで、訳1カ月半の休

業を行いました。教習全て止め、職員を休ませました。

労働者の代表と話し合い、休業手当は法定の平均

給与の6割以上とすることで合意し、4月12日の日に

全職員の前で発表しました。

私は、決算が3月のため、休業中も決算資料の作

成、取締役会・株主総会資料とその実施で、休む暇

はありませんでした。

出勤といっても朝8時頃出勤し、4時半頃終わる毎

日でしたが、少し経つと、どこで聞きつけたか、酒の好

きな方々が、お酒とつまみ持参で慰問に来られました。

ロータリーの人をはじめにいろいろな方がお見えになり

ました。昔の塾仲間が突然ラインをしてきて、訪れて

きたり、中には暇なのか、4時半から夜の11時までい

た方もいます。

5月の連休が過ぎると、夜の街のお店やゴルフ場も

開いてきて、息子と近所の友人と、歩いて10分の茅ヶ

崎ゴルフ倶楽部に行きゴルフの後、ロコモコ丼とビー

ルを家で楽しみました。また、中学の友人からアジサ

イ祭が中止になり、用水路の掃除をしなかったため、

蛍が沢山舞っているというので見に行きました。このよ

うに普段と違うことも経験出来ました。

会社の仕事では、一番頭の痛かったのが、休業手

当・賞与をどの水準にするかです。この期間売り上げ

は0となりますが、経費は簡単に減るものではありませ

ん。休業手当は、国の第二次補正予算で、雇用調

整助成金が平均資金の60％補償から100％補償と

なり、上限が日額8,330円から15,000円となりました。

しかし、平均賃金は労働日数を分母としているなど、

実質的には、支給額が平均賃金の100％の場合でも

実払いは前年支給額の70%程度です。また上限33

万円を超える者も多いため、支給にあたっては、上

限をなくし、平均賃金の数日分を加え前年比、総支

給ベースで95%の水準としました。賞与も特例として

同レベルまで引き上げて支給しました。このような時

ですから赤字覚悟でのぞみました。

それは、今回のコロナウイルスによる問題では、職

員に起因するものではないからです。役員の減俸、

本社との交渉による家賃の引き下げ交渉、売り上げ

に関しては一部教習料金の値上げを行いました。高

齢者講習を従来行っていなかった土日にも行い、現

在フル稼働で、休業期間の売上挽回を図っています。

何故ここまでするかと言うと、親会社も含め、当社

はロータリークラブとのかかわりが強く、ロータリーの4

つのテストをはじめとした精神が根付いているからだと

思います。この精神は、他の人を測るものさしとして使

うのではありません。まさに、自律自助の精神、自分

で自分を律し、自分の力で自分を向上させるものだと

思います。

当社は平均勤続16年、平均年齢45歳であります。

私が会社に来て15年、これまでに指導員で中途退

職者はいません。定着率の高さ、これが強みであり、

これからコロナ以降で重要なことだと思います。

コロナ以降についてですが、100年に一度の「パン

デミック」は、社会を変えています。1918年のスペイ

ン風邪流行は、第一次大戦が早期に終結したと言わ

れています。1820年のコレラの大流行は、衛生環境

や労働環境に目が向けられ、公衆衛生という考え方

が生まれました。1720年のペストの大流行では、ヨー

ロッパでは人口の1/3がなくなりました。防疫体制が

進み、労働者が死んだため、労働者不足から産業革

命へと発展しました。

今回の新型コロナウイルスは、何を残すのかです
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が、「情報型・非接触型の社会」が大きく進むのでは

ないかと言われています。新型コロナウイルスのパン

デミックがなくても自動車教習所は、後20年と言われ

ています。これから若い職員のためにも、新しい分野

への進出を考えていかなければなりません。これから

会社が生き残りをかけた大変な時期になります。そこ

で働く職員が安心して働ける環境づくり、これが一番

の私の仕事となると思います。

以前お話したことがありますが、BSTBSの番組で

「吉田類の酒場放浪記」という番組が放送されていま

した。2003年の放送で、日暮里の「豊田屋」という酒

場です。そこの看板に「今夜 ここでの 一盛り」と書

いてありました。中原中也のサーカスという詩のワンフ

レーズですが、我々の世代ら見れば、飲み屋にあっ

た良い詩を探してきたなと思います。しかしこの詩の

前には、この様な詩が綴られています。「幾時代があ

りまして 茶色い戦争がありまして 幾時代がありまし

て 冬は疾風が吹きました 幾時代がありまして」そし

て「今夜 ここでの 一盛り」と続きます。悲惨な戦争

まるでセピア色に変色した想い出、いくらでも辛い、冬

のような時代がありました。ちょうどスペイン風邪の後

です。今回もこの新型コロナウイルスや自然災害を乗

り越え、新しい時代に英知を結集して臨まなければな

らないと思います。詩の中に「見えるともないブランコ」

と言う表現があります。見えない進化の存在を示す

のでしょうか。その後に、今夜ここでの人盛りができま

すことを祈りまして、卓話とさ

せていただきます。

職業奉仕担当

新村 千成 君
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北島 隆太郎 様(大和RC)

会長就任おめでとうございます。また、先月の当会

議所事業にご協力誠にありがとうございました。

冨岡 弘文 様(大和RC)

久しぶりにおじゃまします。遂に会長が廻ってきまし

た。辻ガバナー補佐を支えつつ、IMを成功させたい

と存じます。どうぞよろしくお願い致します。

三浦 高義 様(大和RC)

本年度、大和クラブ幹事を務めさせて頂きます。

大和中クラブ様へは初めて訪問させて頂きました。

どうぞよろしくお願いします。

溝渕 信一 様(座間RC)

お久しぶりです。本年より会長としてお世話になり

ます。来たる11月11日は第6グループでのゴルフコ

ンペを厚木にて、1月20日は4クラブ合同例会を鈴

鹿で行います。1年間楽しく頑張りましょう。

鏑木 重治 様(座間RC)

本日はありがとうございます。今年度座間RC幹事

カブラギです。1年間どうぞよろしくお願い致します。

北砂 明彦 会長、野口 富澤 克司 幹事、

大和青年会議所北島理事長、陳専務、そして大

和RC冨岡会長、三浦幹事、座間RC溝渕会長、鏑

木幹事、ようこそ大和中へ。本日の例会、コロナ禍で

皆さんがどのように過ごされ感じたのか、大変興味が

あります。よろしくお願いします。

辻 彰彦 君

本日は大和中RC冨岡会長、三浦幹事、座間RC

溝渕会長、鏑木幹事、JCより北島理事長、陳専務

理事、ようこそ大和中RCにお越し下さいました。

後藤 定毅 君

大和クラブの冨岡会長、三浦幹事、座間クラブの

溝渕会長、鏑木幹事、ようこそ我がクラブへお越しく

ださいました。一年間楽しい活動を期待しています。

楽しんでお帰り下さい。

髙橋 政勝 君、橋本 日吉 君、入江 公敏 君

大和RC冨岡会長、三浦幹事、座間RC溝渕会長、

鏑木幹事、大和青年会議所北島理事長、陳専務、

米山奨学生関さん、ようこそお出かけ下さいました。

橋本 日吉 君

大和青年会議所北島理事長、陳専務、ようこそ

お出でいただきました。クラウドファンディング大イベ

ントの目標達成良かったですね。

北砂 明彦 君

家内の誕生祝ありがとうございます。お陰様で今で

も仲良くしてもらってます。

髙橋 清 君

①創業記念日のお祝い頂きありがとうございます。

②入会記念のお祝い頂きありがとうございます。

新村 千成 君

先日は入会記念のお祝いありがとうございます。コ

ロナのおかげで、まだ皆出席です。今年は皆出席で

きるよう頑張ります。

小野 泰弘 君

先週はｱﾆﾊﾞｰｻﾘｰのお祝いありがとうございました。

昨日ようやく花が届きました。

石川 達男 君

創業記念日をお祝い頂きありがとうございます。

スマイルボックス 石川 達男 委員長 本日 ￥19,000 累計 ￥６２，０００


