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累計 447,000 円
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師岡 修子

月

日
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会員数

31

出席者

28

出席率

90.3％

前回修正

―

りますので、全部が正解であるかは保障できません
ことを前もってご了承下さい。
まず、「細菌とｳｲﾙｽの違いって何だろう」という
興味ですが、ある感染症内科の先生が言うには、細
菌とｳｲﾙｽは、どちらも人間に感染症（風邪・ｲﾝﾌﾙｴﾝ
ｻﾞ・結核・敗血症等）を引き起こす微生物であり、
その大きさや増殖能力の有無等、様々な違いを表す
ことができますが、決定的な違いは、細菌は生物で
あり、ｳｲﾙｽは生物とは言い切れないところです。
細菌は次の三つの理由から「生物」であると言え

改めまして、みなさんこんにちは。
昨日からお騒がせしました雪も、予想よりたいし
たことなく済みましたが、足元の悪い中にもかかわ
らず、このように多くの会員の方々にご出席いただ
き心より感謝申し上げます。
今日の会長の時間は、昨年同様「ﾛｰﾀﾘｰの基礎知
識」をお話ししようと思っていましたが、ここ数日、
連日連夜大きく報道されている「新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ」に
ついて、自分なりに興味を持ったことがあり、それ
について、ちょっと調べたことをお話したいと思い
ます。内容に関しては自分なりに解釈した部分もあ

ます。
1、 細胞を持つ
2、 栄養を摂取し、そこからｴﾈﾙｷﾞｰを生産している。
3、 細胞分裂を繰り返すことによって生存・増殖も
行っている。
そして、細菌が原因となる感染症には次のような
ものが挙げられます。
＊百日咳・梅毒・結核・ｺﾚﾗ・ｼﾞﾌﾃﾘｱ・ﾏｲｺﾌﾟﾗｽﾞﾏ肺
炎・赤痢・溶連菌感染症・O157 などの腸管出血性
大腸菌感染症などです。細菌感染症のなかでも百日
咳・梅毒・結核などは原因となる菌が明確で、症状

の説明は割愛しますが、それに感染することで特徴

いるようです。多くの場合、宿主動物では軽症の呼

的な病気にかかります。しかし、なかには同じ 1 つ

吸器症状や下痢を引き起こすだけですが、致死的な

の細菌でもどこに感染するかによって、呼吸器感染

症状を引き起こすｺﾛﾅｳｲﾙｽも知られています。ｺﾛﾅｳｲ

症・尿路感染症・敗血症・髄膜炎などと異なる病気

ﾙｽの種特異性は高く、種の壁を越えて他の動物に感

を引き起こすものもあります。また、感染症を起こ

染することは殆どありませんが、中には人に感染し

す危険性のある細菌でも、感染する臓器や個人の免

重症化させるｺﾛﾅｳｲﾙｽがあります。それは後程お話

疫力によって無症状で保菌（病原体、細菌などを身

します。次にｺﾛﾅｳｲﾙｽの名前ですが、電子顕微鏡で

体のなかに持っていても症状を示さないこと）され

見ると、直径 100 ﾅﾉﾒｰﾄﾙの球体で、表面に突起が見

ることもあります。

られ、その形態が王冠“crown”に似ていることか

次に、ｳｲﾙｽが生物であるかどうかは研究者によっ
て意見の分かれるところです。しかし次の理由から
「生物である」と言い切れない事は事実です。

ら、ｷﾞﾘｼｬ語で王冠を意味する“corona”と名付け
られたようです。
先ほどお話したその動物固有のｳｲﾙｽで種的に人

1、 細胞がない

間に感染するｺﾛﾅｳｲﾙｽは 4 種類（2 種類が 1,960 年

2、 栄養を摂取したり、ｴﾈﾙｷﾞｰを生産したりしない。

代に、残り 2 種類が 2,000 年代に入って新たに発見

3、 自力で動くことができない。

されたｳｲﾙｽで名前は難しいので割愛させていただ

4、 ｳｲﾙｽ単体は自力で増殖できない。

きます。）あり、風邪の 10～15％（流行期 35％）

そして、ｳｲﾙｽが原因となる感染症の代表例は次の

の原因となっています。これら原因の風邪は冬季に

ようなものが挙げられます。

ﾋﾟｰｸが見られ、殆どの子供は 6 歳までに感染を経験

＊風邪・ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ・水疱瘡・おたふくかぜ・はしか・

します。多くの感染者は軽症ですが、高熱を引き起

風疹・ｳｲﾙｽ性肝炎（A 型・B 型・C 型）
・ﾃﾞﾝｸﾞ熱・

こすこともあります。

ｴﾎﾞﾗ出血熱などです。
ｳｲﾙｽ性感染症は、それぞれｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽや、C 型

また、先ほどお話しましたが、種の壁を越えて他
に動物に感染することは殆どありませんが、人に感

肝炎ｳｲｽﾙなど、種類の違うｳｲﾙｽが原因ですが、いわ

染する重症肺炎ｳｲﾙｽとして 2 種類が知られていま

ゆる「風邪」を引き起こすのは、ﾗｲﾉｳｲﾙｽ・ｺﾛﾅｳｲﾙｽ

す。一つは「重症急性呼吸症候群ｺﾛﾅｳｲﾙｽ（通称ｻｰ

です。いくつかのｳｲﾙｽに同時に感染することによっ

ｽﾞ）
」です。これは、ｺｳﾓﾘのｺﾛﾅｳｲﾙｽが人に感染して

て、風邪の症状があらわれることもあります。

重症肺炎を引き起こすようになったと考えられて
います。2002 年に中国広東省で発生し、2002 年 11
月から 2003 年 7 月の間に 30 を超える国や地域に
拡大しました。2003 年時点の WHO の報告による
と疑い例を含むｻｰｽﾞ患者は 8,069 人、うち 775 人が
重症の肺炎で死亡しました。（致死率 9.6％）。人
から人への伝播は市中において咳や飛沫を介して
起こり、医療従事者への感染も頻繁にみられました。
死亡した人の多くは高齢者や、心臓病、糖尿病等の

次の興味は今回世界中で問題になっている「新型
ｺﾛﾅｳｲﾙｽの本来のｺﾛﾅｳｲﾙｽって何だろう」です。
調べたところｺﾛﾅｳｲﾙｽは家畜や野生動物などの、
我々のまわりに生息するあらゆる動物に感染し、

基礎疾患を前もって患っていた人でありました。子
供には殆ど感染せず、感染した例では軽症の呼吸器
症状を示すのみでした。
もう一つは、
「中東呼吸器症候群ｺﾛﾅｳｲﾙｽ（通称ﾏｰ

様々な疾患を引き起こすことで知られており、ｲﾇ、

ｽ）」です。これは、ﾋﾄｺﾌﾞﾗｸﾀﾞに風邪症状を引き起

ﾈｺ、ｳｼ、ﾌﾞﾀ、ﾆﾜﾄﾘ、ｳﾏ、ｱﾙﾊﾟｶ、ﾗｸﾀﾞ、等の家畜に

こすｳｲﾙｽですが、人に感染すると重症肺炎を引き起

加え、ｼﾛｲﾙｶ・ｷﾘﾝ・ﾌｪﾚｯﾄ・ｽﾝｸｽ・ｺｳﾓﾘ・ｽｽﾞﾒから

こすと考えられています。最初のﾏｰｽ感染者は、2012

も、それぞれの動物に固有のｺﾛﾅｳｲﾙｽが検出されて

年にｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱで発見されました。これまでに 27 か

国で 2,494 人の感染者が WTO に報告され（2019

どのように変異するのかわからないので、私たちと

年 11 月 30 日時点）
、そのうち 858 人が死亡しまし

してはあらゆる方法で情報を収集し、最悪の事態を

た。
（致命率 34.4％）
。これも重症化した症例の多

想定して、一人一人が最大限感染を防ぐ努力をしな

くが高齢者や、糖尿病・慢性の心・肺・腎疾患など

ければならない事だけは断言しておきます。

の基礎疾患を前もって患っていたことがわかって

最後に、この後ｸﾗﾌﾞ協議会が開催されますが、企

います。15 歳以下の感染者は全体の 2％程度であり、

業で言えば、中間報告・決算でありますので、慎重

その多くは不顕性感染か軽症でした。また、人から

なる協議をお願いしまして、会長の時間をしめさせ

人への伝播も限定的であり、病院内や家庭内におい

ていただきます。ご清聴ありがとうございました。

て重症患者からの飛沫を介して起こることが確認
されており、市中で人から人への持続的な感染拡大

幹事報告

荻野

陽一

が起こったことは一度もありません
そして、今大問題になっている「新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ」
です。が、このｳｲﾙｽがなぜ新型かと言うと、そのｹﾞ
ﾉﾑ配列が「ｻｰｽﾞ」や「ﾏｰｽ」とは異なることが確認
されたのが理由で、
「武漢ｺﾛﾅｳｲﾙｽ」
「武漢海鮮市場
肺炎ｳｲﾙｽ」
「武漢肺炎ｳｲﾙｽ」などと呼ばれています。
ただ、これも何かの野生動物が感染源だろうと推測
されます。当初は、武漢市内の海鮮市場に出入りし
ていた人に感染者が集中していたことから、そこで

🌸幹事の荻野です。よろしくお願いいたします。

処理された動物由来の飛沫を吸入したり、体液に接

初めに本日の雪予報で例会を開催するかどうか

触したことが原因かもしれません。ただ残念ながら

事務局には大変ご苦労をお掛け致しました。有難う

現時点では動物の種類は特定できていません。加え

ございます。それでは、幹事報告をさせて頂きます。

て、人から人への感染が起きていることも確実にな

初めに、1 月 23 日に第 3 ｸﾞﾙｰﾌﾟの会長幹事会が

っています。感染している人の咳から生じる「しぶ

開催されました。場所は所沢駅西口のｷｬﾝﾃｨｰﾅと言

き」を吸入したり、ｳｲﾙｽが含まれる痰や唾液などに

う所で地元なので助かります。地区大会についてお

触れた手で口や鼻、目を触ったことで感染が起きて

話がありました。4 月 18,19 日だそうです。2 日目

いると考えられます。同居する家族がｹｱを提供した

の 19 日に各ｸﾗﾌﾞ誇れる点というお題で 1 分間の発

医療従事者への感染が確認されていますが、ﾚｽﾄﾗﾝ

表を行っていただきたいとの事でした。会長幹事会

や電車などで空間を同じくしただけで感染しうる

は議題があまりなく新年会という事でしたが、余興

かは明らかではありません。ですので、現時点では、

で徳永ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐が手品を披露されたのがとても

「患者を診療する可能性のある医療従事者でない

印象的でした。これからｸﾗﾌﾞ協議会ということでお

限り、日本で暮らしている一般の方が特別な対策を

話があると思いますが簡単に、これからの予定をお

取る必要はなく、あえて挙げるとすれば、咳ｴﾁｹｯﾄ

話致します。

や手洗いなど日頃の感染対策をしっかり行うこと

〇地区大会ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ・・ 3 月 11 日 水曜日

です。
」が今の政府の公式な見解です。
以上、ちょっとだけ調べた受け売りの情報ですが、
多少でも皆さんの知識の引き出しの足しになれば
嬉しく思います。
まあ政府としましては、下手に不安を煽って国民

鴻巣ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌ ﾞ 1/30 締切
〇日高ﾛｰﾀﾘｰﾁｬﾘﾃｨｺﾞﾙﾌｺﾝﾍ・ 3/13（金）高麗川ＣＣ
〇35 周年記念事業について・・3/29（日）屋形船
70 名定員 所沢 4 ｸﾗﾌﾞ会長幹事に声をかける
台湾 RC 約 10 名位

会員奥様に声をかける

がﾊﾟﾆｯｸに陥ることは避けたいはずで、どこまで把

〇地区大会・・・ 202/4/18～19 2 日目に各ｸﾗﾌﾞ

握していて、どれだけ深刻な事態になっているか本

が誇れる点と言うお題で 1 分間の発表 10 秒の

当のことは言わないはずで、また、今後このｳｲﾙｽが

交代時間を設ける

〇親睦旅行・・5/23（土）～24（日）

例会に出席できて良かったです！！

宮島～出雲空港～米子空港

本橋源太郎

次回例会は、2 月 4 日（火）北野 大様 (タケシ

新井

度 後半 ｶﾞﾝﾊﾞﾘます。
木下

精基 後半の事業がｽﾀｰﾄしました。後半期の

（他ｸﾗﾌﾞ及び奥様 参加料：2,000 円）

ﾆｺﾆｺも宜しくお願いします。早速です
が早退します。新年会が 堤新亭 で無

🌸米山記念奨学生終了式及び歓送会のご案内
3 月 8 日（日） 15；30～ 川越東武ﾎﾃﾙ

事盛大にできたことに伴い皆様より

🌸日本人親善朝食会についてのお願い 6/7（日）
午前 6：15～

Sheraton・Waikiki・Hotel

「ﾆｺﾆｺ」として事業費より頂きます。
宮﨑

光正 今年度入会させて頂きました。これか

🌸再 2019～2020 年度ﾗｲﾗﾃﾞｰ（青少年指導ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ）
ｲﾝﾀｰｱｸﾄ次期指導者講習会ｸﾛｽﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ開催のご
案内

2/11（火）10：00～

ｳｴｽﾀ川越

🌸週報・・・所沢 RC、新所沢 RC、所沢中央 RC

ニコニコボックス

木下

らどうぞ宜しくお願い致します。
大原

律子

今年もどうぞ宜しくお願い申し上げ
ます。ｸﾘｽﾏｽ会・新年会と参加させて
頂き有難うございます。

精基

会員

31 名 全会員新年会参加でいただきました。

髙橋

和男

宮﨑君

残り半分頑張って下さい。

孝敏 今年も宜しくお願い致します。髙橋年

お兄様 です。案内は回っていると思いますがどう
ぞ宜しくお願い致します。

髙橋会長

クラブ協議会

今日より通常例会ですので

宜しくお願いします。
荻野

陽一

本日のｸﾗﾌﾞ協議会宜しくお願い致し

＊ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会委員長 本橋源太郎

ます。
石井

秀夫 本日はｸﾗﾌﾞ協議会です。どうぞ宜しく
お願い致します。

石井

實

今月 82 歳になりました。Face book
や Line で激励やお祝いのメッセージ
をいただきました。有難うございまし
た。一休禅師の（正月は冥土の旅の一
里塚 めでたくもあり、めでたくもな
し）の心境です。

木村
内田

師岡

孝子
学

先週 新年会欠席しました。本年も宜

ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会委員長の本橋です。ｸﾗﾌﾞ管

しくお願い致します。

理委員会としては、
「出席・ﾆｺﾆｺ」
・
「ｸﾗﾌﾞ会報」
「親

先週の木曜日、初孫のお宮参りを寒川

睦担当」
「ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」の４委員会を担当しております。

神社でしました。今日と同じで寒かっ

「出席・ﾆｺﾆｺ」においては、木下委員長のもとに毎

たです。

例会ごとにﾆｺﾆｺをお願いしておりますのでぜひご

友次 12 月 22 日息子の結婚式に祝電を頂き

協力をお願い致します。

ました。有難うございました

「ｸﾗﾌﾞ会報」においては、週報等を更新しておりま

ｸﾗﾌﾞ協議会宜しくお願いします。

すので、ご参照下さい。

堀江

大

大舘

信夫 本日、雨の中皆様ご苦労様です。何も

「親睦担当」においては、和記委員長のもとに、無

ないのですが、ﾆｺﾆｺの用紙を頂いたの

事に予定通り半期分が終了いたしまして、残りの事

でお付き合いです。

業に向けて立案中です。ぜひご参加下さい。

雪がひどくなくて良かったです。その

「ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」においては、鈴木伴忠委員長のもとに、

おかげで美味しいｶﾚｰを食べれました。

会員の為になる講師をお願いしております。まだ数

中

毅志

回の講師が未定ですので紹介をお願いしたいと思
います。

12 月に、社会奉仕委員会と、青少年委員会の活動
として、子供とうきち将棋大会に参加。国際奉仕委

詳しい内容については、各委員長よりご報告致し
ます。

員会と、35 周年記念委員会、花蓮の吉安ﾛ−ﾀﾘ−ｸﾗﾌﾞ
への訪問が、同じ時期でしたので、各委員会の委員

あと半期宜しくお願い致します。

長、委員のﾒﾝﾊﾞｰに、御手伝い頂き、ありがとうご
ざいました。職業奉仕委員会の活動は、室伏委員長

＊会員増強委員長

鈴木

眞澄

を中心に検討中です。

＊財団・米山委員長

内野

忍

今年度のＲＩ会長の指針「最も重要なのは、会員
を増やすこと」とありましたので、新入会員を５名
で目標を設定しましたが、宮崎さん１名の入会とな

財団・米山委員会の内野です。本年度はﾎﾟｰﾙ･ﾊﾘｽ･ﾌ

っております。

ｪﾛｰに恒良

裕子さん、ﾏﾙﾁ･ﾎﾟｰﾙ･ﾊﾘｽ･ﾌｪﾛｰに内田

学さん 4 回目、鈴木
〇分類・選考委員会

岡

職業分類については計画通り完了しております。

伴忠さん、米山功労者に師

友次さん ご協力頂き有難うございました。
また、ﾛｰﾀﾘｰ財団地区補助金を使いました所沢市

内 5 ｸﾗﾌﾞによる高齢者支援事業により、ﾊﾟｲﾌﾟ椅子

〇ﾛｰﾀﾘｰ情報委員会
計画にあります広報の内容を例会時に紹介する

60 脚を寄贈いたしました。財団・米山委員会の報

ことと、ﾒｰｷｬｯﾌﾟﾂｱｰについては、下期で実施した

告は以上です。

いと思っています。

＊会場監督（SAA）

〇広報・雑誌委員会

堀江

大

ﾛｰﾀﾘｰの友の例会での紹介は、もう少し多くして
いきたいと考えております。
ﾛｰﾀﾘｰの友への事業活動の投稿と会員増強につい
ても、皆さんのご協力を宜しくお願いします。

＊奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員長

内田

学

もったいない！！ 無駄では。
例会の一食の金額が 1,815 円です。無断欠席をさ
れると食事が残り、無駄な費用年間 10 万円前後が
支払われています。
事前に欠席が分かっているならば必ず、事務局に
ご連絡をお願いします。

＊社会奉仕委員長

木村

孝子

令和元年 12 月 8 日（日）第 18 回 子ども「とう

・日本光電工業株式会社 所沢駅前 8 階建てのビルは
技術研究所だが、見学できるか確認要?

きち」将棋大会が開催されました。小学 1 年～6 年

心肺蘇生の AED・人工呼吸器・除細動器等の医療

生 25 校 78 ﾁｰﾑと元気な小学生が集い、将棋盤を

機器メーカー。
・所沢自動車学校

例会としてレストランバスを利用し

て、安全運転講習を開催する。
この 3 件から選びたいと思います。

＊会計

師岡

友次

前に対局、熱戦を繰り広げる姿を見ていますと、こ
の先 藤井 聡汰 7 段のような子供が出てくる日も
夢ではないように思いました。
又、来年も大勢の子供が集い、楽しい将棋大会出
来る事 期待しております。今回お手伝いして戴き
ました荻野様

中様

恒良様

木村とｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞも

罹らず無事に終へた事、ご報告申し上げます。

＊

所沢のとうきち

本日、中間会計報告書をお配りいたしました。ご

江戸時代の享保年明けから明治時代の半ばにか

確認ください。上期の半年間各委員会のご協力有難

けて、所沢から「とうきち」を名乗る二人の将棋の

うございました。概ね 順調に進んでいますが、食

棋士が現れました。福泉 藤吉と大矢 東吉です。一

事費と親睦委員会費の実行額が予算額に対し、多い

人目は福泉 藤吉（ふくいずみ とうきち、1766～

ようです。欠席の場合の連絡とﾆｺﾆｺ寄付金に会員皆

1837）です。1837 年 5 月 26 日に 72 歳で没し、御

様のご協力宜しくお願い申し上げます。

幸町にある川端霊園に葬られています。
今週の担当

＊職業奉仕委員長

室伏

秀樹

他の委員会の行事も盛りだくさんですので、今年度
終盤に工場見学会を行います。

候補として
・株式会社ビクセン 東所沢に本社があり、光学機
器メーカー(天体望遠鏡・双眼鏡・顕微鏡・ルーペ
など)で創業 69 年を誇る。

本橋 源太郎

