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国際ロータリー第 2620地区  藤枝南ロータリークラブ会報  2022年 7月 22日（金）Ｎo 4 

 

例 会 第１４６６回： 通常例会/小杉苑 

ソング 四つのテスト、幸せなら手をたたこう ：ソングリーダー 小嶋英公君 

■ 会 長 挨 拶          樽󠄀井勉君 

みなさん、こんにちは。 

静岡第４グループの奉仕活動が決まりました。 

９月１１日、静波海岸での清掃活動です。 

海岸線を持っていない当クラブは、地元河川での

清掃活動を要望しました。 

が、８クラブの賛同を得ているので、奉仕活動と

いうより第４グループの親睦活動として捉えて

欲しいとの事で了承しました。 

さて、暑い夏が戻ってきました。 

暑い夏には、水浴びです。山梨県南部町に、「佐野

川温泉」という２９℃程の冷泉の硫黄温泉があり

ます。 

藤枝からは５０分以内で行ける、秘湯の湯です。 

新東名の新清水ＩＣから１０分程の、佐野川沿い

を山に入った温泉です。 

湯治場なので、きれいではありませんが７０～８

０歳のおばちゃんが賄っている雰囲気のある温

泉宿です。客筋も、地元の高齢層で静かです。 

チェックイン１３時、チェックアウト１１時なの

で、日のあるうちから、ゆっくりとのどかに入る

ことができます。 

冬は露天風呂に入るのには勇気がいりますが、こ

の暑い夏には最適です。 

１時間でも入っていられます。 

糖尿病、痛風にも効く飲泉で、ペットボトルに入

れて持ち帰る人も多数います。 

酷暑には「佐野川温泉」の冷泉露天風呂がサイコ

ーです。 

■ 出 席 報 告           桑原茂君 

本日のホームクラブ 

出席者 
前回の補正出席者 

38／49 77.55％ 35／49 71.42％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○阿井君○池ヶ谷君○伊藤彰君○笠原君○川口君 

○佐野博君○内藤君○中山君○望月君○山田君 

○渡辺哲君 

(２)メークアップ者  

■ 会 員 卓 話                  

渡邊芳隆君 

皆様、こんにちは

渡邊次男です。今

年のお題は「今、

伝えたいこと」で

すが、皆様にお伝

えしたい事が見つ

かりません、次に

三男が控えており

ますので、早々に切り上げさせて頂きます。 

皆様もご記憶に新しいと思います、あれは 3年前。 

2019年 12月末～2020年 1月 中国湖北省武漢市

で「原因不明肺炎の発生」ニュース等で取りあげ
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ていたが、世の中は落ち着いて正月を迎えていた。 

1 月 9 日、WHO は中国より原因ウィルスは新たな

コロナウィルスであると情報を得た。 

1月 16日、神奈川県内で国内、第 1例目となる武

漢旅行歴の有る感染者を発表した。 

1月 28日、我が国では新型コロナウィルスについ

て、感染症に基づく「指定感染症」に指定し、1月

28日公布、2月 1日より実施とした。 

また、それに先立つ 1 月 30 日、日本政府は新型

コロナウィルス感染症対策本部を設置した。 

中国武漢では患者急増と医療崩壊から 1 月 23 日

に武漢市の封鎖を決定、北イタリア、韓国、イラ

ン、スペインならびにニューヨークを中心とした

米国での患者急増に比して、日本国内での感染者

発生状況は、2 月 1 日で 14～15 例目、2 月 13 日

に国内初の死亡例、3 月 1 日で約 250 例(死亡６

例)、３月１０日で約５００例(死亡 24例)とくす

ぶり状態から次第に微増傾向になってきた。 

また、香港から日本に向かった大型クルーズ船

「ダイヤモンド・プリンセス」で感染者発生が確

認され、2 月 3 日に横浜港に停泊して検疫が開始

された。 船内隔離、感染者の国内医療機関への

入院等が行われ、残念ながら死亡者の発生等もあ

ったが、本船に関連した国内での二次感染の発生

はなかった。 

一方、2月 4日～11日に開催された札幌雪まつり

に関連したクラスター発生、2月 13日に明らかに

なった。 

1 月 18 日に行われた屋形船での新年会に端を発

したクラスター発生例(東京)。 

和歌山県内の医療機関での国内初の院内感染事

例が確認された。 

2月 27日、安倍首相は全国小中学校の一斉休校の

要請を行い、2月 28日、北海道鈴木知事は「北海

道緊急事態宣言」を行い、週末の外出自粛等を要

請した。 

感染者増加の前、2月 15、１６日と南クラブの親

睦旅行を行うことが出来ました。 

3 月 19 日、大阪府 吉村知事の「週末の大阪神戸

往来自粛」 3月 13日から南クラブのお弁当配布

例会がスタートしました。 

2620地区では休会のクラブが殆どでしたが、唯一 

南クラブだけが例会を開催しました。 

3 月 25 日、東京都 小池知事による「週末外出自

粛」等が行われた。 

4 月 7 日、政府は 7 都道府県を対象に 5 月 6 日ま

での緊急事態宣言を発令し、4月 16日には、その

対象を全都道府県に拡大した。 

3月 29日、タレントの志村けんさんが新型コロナ

ウィルス感染による重篤化から死亡されたこと

は、多くの人々に衝撃を与え感染症を身近なもの

として捉える人が急増し、感染者は世間からの誹

謗中傷が多く感染を隠す人が多く出てきた。 

5 月 6 日が期限の緊急事態宣言を 5 月 31 日まで

延長することを 5月 4日に決定した 

その後、新規感染者数は減少し、入院病床 宿泊療

養施設等に余裕が出てきたため 5 月 14 日に３９

県での非常事態宣言の解除、５月２５日に全面的

解除が行われた。 

5月 29日、通常例会が復活し創立記念例会が開催

されました。 

私の年度は、全ての行事が開催することが出来て

とてもラッキーでした。 

今日まで新型コロナウィルスは変異を繰り返し、

オミクロン株 BA5が主流になり 第 7波が来てい

ます。 

ワクチンも 3 回 接種が進み、感染率が下がって

来るはずがそうでもないようです。 

今年 3 月 20 日に、母の一周忌の法要を行い幼稚

園に行っている孫が調子悪そうで、また、嫁は体

調が悪く欠席でした。 

次男家族が３月２２日に、抗原検査をしたところ

陽性で、妻もこの頃から喉の痛み、発熱と多分コ

ロナウィルスに感染していました。 

3月 23日に、娘と中部衛生士検査センターで PCR

検査をし、夕方には検査結果が出て娘は陽性、私

は陰性でした。 

妻と娘は、3月 24日に焼津市小土のいたやクリニ

ックでコロナウィルス感染ということで、保健所

に連絡をされ保健所から酸素濃度計が送られて

来ました。 

妻とは家庭内別居のはずが、3 月 25 日の朝方 喉

が痛くなり、また、8 時頃には身体がだるく熱っ

ぽく成り、妻と同じいたやクリニックで抗体検査

をしたところ陽性で、直ぐに保健所に連絡されま

した、薬は風邪薬と痛み止めでした。 

4 月 5 日まで、10 日間 外部との接触を断たれ、

保健所から 1日おきに電話で酸素濃度と体温、体

調を聞かれました。 

熱は 38 度くらいが 4 日間ぐらい、後は喉が尋常

じゃないほど痛く 10 日間を過ぎても、喉が少し

痛かったです。 

市に連絡をすると、食料がドッサリ送られて来て、

また、保険の申請をすると 10 日間の保険金が出



  1466 

ます。 

5月 16日に 3回目のワクチン接種をしたので 4回

ワクチン接種をした事に成ると思います。 

藤枝市の感染者は 18 人に 1 人位です、まだまだ

コロナウィルスが猛威を振るいそうです。 

ぜひとも皆様、お身体をご自愛ください。 

私の今伝えたい事でした。 

 

渡邊博文君 

100 年に一度

の大転換期 自

動車の電動化に

より産業構造に

大きな影響を与

えます 

自動車部品の点

数は 4 万点の部

品が 2万点以下にサプライヤーは窮地に追い込ま

れる 自動車メーカーは EV ベンチャー企業の進

出に大きな脅威を感じる一方、私たちの社会環境

は、人口減少 藤枝市 少子高齢化 など大きく

変わっていきます 

販売現場はどう変わるのか 

その前に半導体の不足 新型コロナウイルスの

拡散 車の納期の長期化などが大きな問題にな

っています。これらに対して、メーカーの話 「新

車以外の収益で経営を成り立たせてください。

（点検車検修理 手数料収入 中古車利益 ）を

中心に新車販売に頼らない経営をするのが、これ

からの在り方です 

経費の１００％を新車販売以外でカバーして安

定基盤を構築してください。新車販売はプラスα

と考える  

皆さんの事業に置き換えると、売り上げの今現在

の主流なっている事業に頼らない経営の柱を何

本か立てて、それらで経営を成り立てるようにす

ることです 

これからの販売の在り方 

試験的にいよいよ始めたメーカー自身の自動車

の直接販売  

サブスクリプション月々いくら（メンテ オプシ

ョン 保険込）これらをネット販売のみにて行う 

納車先販売店はお客様が選択する 販売店の CS

などの情報を公開 Google の口コミなど を参

考にしてお客様自身がお店を選び、販売店はアフ

ターサービスに専念する  

これから始まる EV 販売は、このような販売形態

が主流となるようです。 

 時代は、大きく変わっていきます。アフターコ

ロナはやってきません。これを、機会 chance と

とらえ、自分たちが change 変わっていき、新し

い時代に挑戦 challenge していくことが大切と考

えます。 

 

 

■ 今週の一言        朝比奈絜 君 

私の好きなもの

はお酒です。ア

ルコール類は何

でも飲みますが

一番は日本酒で

す。1 年 365 日

毎日欠かさず飲

んでます。まず

缶ビール 1本を飲んでから日本酒を常温で 2合か

ら 3合飲みます。お酒が美味しく無くても飲めな

くなったら終わりです 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(担当／杉山君) 

例会日 クラブ行事 摘要 

7/29(金) 

第 1467 回 
会員卓話 小杉苑 

8/5(金)  

第 1468 回 
会員卓話 小杉苑 

8/19(金) 

第 1469回 
会員増強委員会 小杉苑 

8/26（金) 

第 1470回 
納涼夜間例会 小杉苑 


