
　 新会員候補者の照会を配布しておりますので、

　 よろしくお願いします。

　 例会終了後、臨時理事会を開催いたしますの

　 で、理事会メンバーは出席願います。

台南RCからのお礼状について

　　姉妹クラブである台南ロータリークラブから、

　コロナワクチンのお礼ということでマンゴーを

　いただき、７月15日の例会において皆さんで賞

　味させていただきました。

　　そのお礼ということで御菓子所高木の広島

　レモンを使用した「ひろしま檸の菓（れのか）」

　を贈答したところ、「送っていただいた和菓子

　を会員の皆が美味しくいただきました。ありが

　とうございました」とのお礼状が届きました。

　　　　　　　　　　広島県のワクチン摂取率が

　　　　　　　　　未だ全国の33位と遅れていま

　　　　　　　　　す。できるだけ早く接種でき

　　　　　　　　　るようお願いしたいものです。

　　　　　　　　　　イスラエルでは、人口約920

　　　　　　　　　万人の国民60％がワクチン接

種済みで、50歳以上になると80％接種完了してい

ます。しかし、変異株（デルタ株）の影響で、５ケ

月前に接種した60歳以上の人の抗体免疫が落ちて

きているので、接種、未接種者含め１日当たり

3，000人（60歳以上）の感染者が出てきていま

す。（１日当たりの総感染者数は8，000人）そこ

で、ブースター接種（３回目のワクチン接種）を

始めたそうです。

　日本におけるワクチン接種ですが、女性に発熱

が多いのは、女性ホルモンの働きにより免疫反応

が強い傾向があるためだそうです。この傾向は、

新型コロナウイルス感染症を含めた様々な感染症

に対して強い抵抗力があるという利点をもたらす

一方で、体内の免疫反応を利用して特定の病原体

に免疫をつけようとするワクチンにおいては、副

反応が起きやすくなる原因にもなるようです。

　予防接種をし、マスクをして、３密を避け、通

常の生活にできるだけ早く戻したいものです。仕

事、社会生活、ロータリー活動に影響が今後もあ

るでしょうが、健康に気をつけてがんばりましょ

う。
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Club of Hiroshima West

「新しい風と微笑みを」本年度会長テーマ

「奉仕しよう  みんなの人生を豊かにするために」RIテーマ

「会員増強・新クラブ結成推進月間」「平和月間」

松岡（輝）幹事会務報告

本　日（８月19日・木曜日）

　会員数　87名　　出席者　74名

　欠席者　13名　　ご来客　 0名

　ご来賓　 0名　　ゲスト　 0名

　　　　　　　　　　 計　　74名

　4週前の例会（2021年7月8日・木曜日）

　　　　　出席率　100％

片山委員長出席報告

プログラム・出席委員会

委員会報告

国際交流・姉妹クラブ友好委員会　小田委員長



　 笹野君、森信君

　 　８月21日㈯ 11：35〜TSSの「情熱企業」で、

　 笹野君の会社おおたけ㈱が放映されます。番組

　 中で森信建設㈱が施工された大型冷凍倉庫も紹

　 介されます。おおたけ㈱と森信建設㈱のご発展

　 を祈念いたします。ご出宝ください。

　 歴史上の事件に関連する職業の皆様方

　 　８月19日は天保３年８月19日（1832年９月

　 13日）、大名屋敷を専門に荒らし、義賊伝承が

　 残る鼠小僧 次郎吉が市中引廻しのうえ小塚原刑

　 場で処刑（打首獄門）された日です。

　 　ということで、この歴史上の事件に関連する

　 職業の方、被告人を死刑から守る弁護士の大本

　 君、小田君、大植君、松田君、死亡診断書を書

　 く医師の井原君、福田君、葬儀を行う上野（寛）

　 君、お経を挙げる石山君、火葬場にガスを送る

　 中川君、柴田君、仏壇を提供する熊本君、生命

　 保険関係の鈴木君、小下君。（相続税申告関連

　 で金本君、木村君、大谷君）

　 　ご出宝いただければ幸いです。

　役員、従業員又は家族がコロナに感染し入院し

た場合に、どのくらい費用が掛かるか、どんな制

度があるかを、経験を踏まえ説明いたします。

　● 治療費や入院費

　　心配されている方は多いと思います。治療費

　や食事療養費は負担がありません。「公費負担」

　という制度で、自治体等が全額を負担します。

　「公費負担」は、原爆手帳保有者や生活保護者が

　医療を受ける場合など、特別法で定められてい

　て、コロナ感染もその特別法に基づき国民に負

　担させることなく医療を受けることができます。

　● 個室や特別室

　　個室や特別室には入院することができません。

　コロナ禍ではありますが、姉妹クラブとの友好

　関係が築けていることをご報告いたします。
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中村（哲）君（31年）　  川西君（31年）

上田君（21年）　　　　村上（健）君（05年）

連続出席100％（ ４名 ）祝祝

（９名）

創業月おめでとうございます。

浜田君  浜田木材㈱　　　　香川（基）君  ㈱福屋

笹野君  おおたけ㈱

木村君  木村公認会計士・税理士事務所

前橋君  三洋スーパースタンド㈱

松田君  弁護士法人広島メープル法律事務所

上野（寛）君  ユウベル㈱

川妻君  ひろしま管財㈱　 吉田（浩）君  ㈱セルモ　

藤田（明）君（Ｓ60年）  中村（哲）君（Ｈ02年）

川西君（Ｈ02年）　　  上田君（Ｈ12年）

村上（健）君（Ｈ28年）

（５名）

ご入会記念月おめでとうございます。

連続出席記念品贈呈

５年　村上　健一 君

会員記念日

スマイルボックス S A A  井下君

卓　話卓　話

総務が知っておくべき
コロナとお金
　　　　
　　　　大 谷  博 昭 君



　病院施設の専用病棟で療養しますので、個室使

　用は原則禁止されているようです。

　● 病院往復の交通費

　　入院は保健所の送迎で、隔離された状態で運

　ばれます。運賃は行政負担で支払い請求はあり

　ません。

　　退院時は、各人で帰るよう伝えられました。

　実費での帰宅となります。

　● 生命保険の支給

　　生命保険金が支給されました。私の場合は入

　院給付金でした。入院中にその情報を聞いてい

　たので退院時にすぐ診断書発行の準備をしてい

　たため、スムーズに給付を受けることができま

　した。私は個人契約でしたから、保険金は非課

　税です。法人受取の場合は、原則課税ですから、

　社内規定を確認しておく必要があります。

　● 傷病手当金

　　職員の場合は、標準日額の２/３が支給され

　ます。手続きは比較的容易で、コロナ感染が業

　務上、業務上外であったとしても支給を受ける

　ことができます。

　● 労災

　　給与等の80％支給されます。しかし、手続き

　が非常に煩雑です。労災認定まで時間がかかり

　ます。そして、事業所クラスターなどの発生原

　因でなければ認定は難しいです。業務上外での

　感染は認定を受けることができません。

　● 役員の傷病、労災

　　傷病手当金は役員受給可能、労災は使用人兼

　務役員のみです。その間の役員報酬を止める必

　要があります。二重支給は不可能です。

　● おわりに

　　社会保険、生命保険関係は、事前にどのよう

　な事務手続きが必要かを総務が理解していると、

　スムーズな手続きができます。また、もし入院

　等をすることになったら治療費が多額になるの

　では？休業中の生活費は？などと心配をされる

　方は多いです。事前に知っておかれたら少しは

　安心できますから情報をうまく利用していただ

　ければと思います。

　私の感染が原因で例会中止という事態になり、

皆様にご迷惑とご心配をおかけし、改めてお詫び

申し上げます。

　また私の新型コロナウイルス感染症は、今や旧

タイプの話でありますので、全てを鵜呑みにはし

ないでください。

　感染要因ですが、11月22日、後輩の結婚披露

宴(250人規模)に出席し、出席者である後輩のワ

イングラスで返杯を促され２杯飲み干しました。

通常時の酒席であれば、起こりうる状況でありま

すが、コロナ禍の状況を鑑みると返杯という行為

自体決してやってはいけないことだと分かります。

しかしながら、これがお酒のなせる業です。

　披露宴２日後に、返杯を促した後輩が新型コロ

ナウイルスに感染したという噂が耳に入りました。

披露宴に出席した仲間たちも自主的に抗原検査・

PCR検査を受け始めましたが全員が陰性でしたの

で、まさか私が感染しているなんて思っていなかっ

たし、大丈夫であろうと過信していました。

　披露宴からちょうど１週間後の土曜日にゴルフ

コンペがありました。朝は発熱も無かったのです

が、だんだん倦怠感を感じ始め、ショット・パター

共集中力が無く、いい加減なプレーをして、結局

最下位となりました。自宅に帰り心配になり検温

すると37.5℃ありました。夜の懇親会は欠席する

ことにしました。

　翌日の日曜日は平熱に戻り安堵しましたが、月

曜日にまた37.5℃となり、抗原検査を受けたとこ

ろ15分で陽性判定。すぐにPCR検査をし、夕方

には保健所から連絡が入ると言われ帰宅しました。

夕方18時過ぎにやっと電話があり、「残念ながら

陽性です。明日から入院になりますが、今晩中に

受け入れ病院を調整します。濃厚接触者リストを

作成してください。10日間位の入院準備をお願い

します。明朝迎えに伺います」と淡々と説明され、

やってしまったと自己嫌悪に陥りました。

　入院の準備と言われても生まれて初めての入院
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新型コロナウイルス
感染症と私
　　　　
　　　　村 上  健 一 君



ます。

　入院後５日間、37.5℃の発熱が続きましたが、

６日目から平熱に戻り、血液検査、レントゲン検

査、パルスオキシメーターの数値も良好で９日目

に退院できました。

　新型コロナウイルス感染は、身体自体も病みま

すが、心も病んでしまうと改めて思います。それ

は、①濃厚接触者に感染させていないか不安 ②会

社の今後の動向が不安 ③廻りからの誹謗中傷の不

安④死に対する不安 ⑤後遺症への不安等です。

　結果的に私は、現在でいう軽症で退院できまし

たが、二度と身体の辛さと不安感は経験したくあ

りません。

　どうか皆様も最大限の感染防止策を講じられ、

ワクチン接種による確実なエビデンスはありませ

んがワクチン接種をしていただきたい。

　新型コロナウイルスに感染したら、身体・心に

様々な症状が出て、最悪の場合は死です。

　皆様、いつまで続くかわかりませんが、くれぐ

れもご自愛ください。

で、何を用意すればよいのかも分からず、10日分

の着替え・仕事で使用するパソコン・スマホ・充

電器・歯ブラシ等の準備をしました。

　濃厚接触者（マスク無しで、２m以内で５分以

上会話した人）リストは、発症するまでの１週間

で話をした（定義に当てはまらない人も含め）、

弊社全社員・面談した仕入先・銀行員・現場の職

人・歯科医院・飲食店・接待を伴うお店、全て書

き出しました。飲食店は濃厚接触にならないと保

健所から判断されリストから削除、接待を伴うお

店のスタッフからは、リストから外して欲しいと

いう依頼でリストから外しました。リストには

40名位提出しましたが、全員陰性という結果で

した。最近のコロナ感染で、どこで感染したか分

からないという人が増えていますが、皆誰もが本

当は分かっていると思います。自分が感染源だっ

たとか、濃厚接触者だったとかを報告したら嫌わ

れてしまうのではないか？こんな思いの人が多く

なり、感染経路不明も増え、濃厚接触者が街中を

ウロウロし感染爆発に繋がっているような気がし
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例会日・木曜日  12:30〜13:30

例会場・ANAクラウンプラザホテル広島

会　長　梶本　政明

幹　事　松岡　輝明

事務所・〒730-0011  広島市中区基町6-78
　　　　リーガロイヤルホテル広島13F
　　　　TEL 082-221-4894・FAX 082-221-4870
　　　　E-mail：hwrc@godorc.gr.jp
作　成・会報雑誌・広報委員会

広島西ＲＣ 検索

多様な仲間を増やす ロータリー衛星クラブ多様な仲間を増やす ロータリー衛星クラブ多様な仲間を増やす ロータリー衛星クラブ

　衛星クラブは、2013年に、新ロータリー

クラブ結成に必要な会員数に満たない場合の

オプションとして導入されました。20人の

創立会員を必要とする通常のロータリークラ

ブと異なり、衛星クラブは８人の会員で結成

が可能です。また、既存のロータリークラブ

とは異なる環境（例会時間・会場・形式など）

で社会奉仕できるチャンスを地域の人々やロー

タリアンに提供します。

　衛星クラブは、通常のロータリークラブと

同様、例会を開き、細則と理事会を設け、地

域社会で奉仕活動を行います。ロータリーク

ラブが衛星クラブのスポンサーとなり、助言

や支援を行います。衛星クラブの会員も「ロー

タリアン」と見なされ、正式にはスポンサー

クラブの会員となります。

　衛星クラブの会員数が20人以上になると、

衛星クラブのままでいるか、独立したロータ

リークラブとなるために加盟申請を行うかの

いずれかを選択できます。会員数が多くなっ

ても、スポンサークラブとのつながりを維持

しながら衛星クラブであり続けることを希望

するクラブもあります。会員の希望に応じて、

どちらを選択しても構いません。

　　　　　　　　『衛星クラブのガイド』より

衛星クラブって何？


