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8 月 6日

会員数 63 名

対象者 61 名 出席者

39(39) 名

出席率 63.93 %

前々回

7 月 9日

会員数 63 名

対象者 61 名 出席者

44(44) 名

出席率 78.69 %

MUP

毎週木曜日 12:15〜13:30
グランドホテル神奈中 2F
平塚市松風町 2-10 平塚商工会議所内
0463-23-5955（事務局）

2名

計

46 名

修正率

日

本

例会日
会 場
事務局
連絡先

75.41 %

2003 年 SARS（コロナ）
2009 年 新型インフルエンザ（H1N1）
2013 年 MERS（コロナ）
2016 年 ジカウイルス（蚊）
2019 年 新型コロナ（SARS コロナウイルスⅡ）

本日の卓話者ご紹介
株式会社 アトラス
代表取締役 向田朋之様

上記のように、現在の新型コロナが解決したとしても、
今後も感染症の流行が起きることは、歴史が教えてくれ
ています。また、2020 年に入り、新型インフルエンザが
中国で検出されています。つまり、感染症対策は一過性
のものではなく、今後も一定レベルでの対策は必須であ
ることがわかります。税金による救済にも限界が見えて
おり、企業の自助努力と変化・進化が求められ、既に企
業における感染症対策の差による比較が始まっています。

卓話

「長期化する新型コロナウイルスについて
~ いかに生き残るか ~」

向田朋之

（テーマ１）解決はいつ頃なのか？
8 月 6 日現在、新型コロナに対しては、まだ何も解決し
ていません。
解決とは？
１）ワクチン接種・・・抗体の獲得
発症や重症化を防げるようになる状態です。
２）治療法の確立・・・死亡率の低下
発症しても、重症化を防げるようになる状態です。
３）弱毒変異・・・・・病原体の弱毒化
ウイルスが勝手に弱まる状態です。
問題点とは？
抗体が長期間持続しない。（2 〜 3 ヶ月程度）
実用までは時間が掛かる。（1 年以上先）
ウイルスの変異に対応が困難。（撤退機関もあり）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（テーマ２）今後の経済・社会は？
2000 年代で新たに流行した感染症

例）アパホテル：各ホテルに衛生検査官の在籍
例）丸亀製麺：店内の換気システムの PR
結論、正しい知識が無いと、お金・時間・労力が無駄に
なり、生存競争の中で淘汰されていきます。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（テーマ３）対策の進め方

対策を進める上での大前提
１）知識面を一定水準まで上げなければならない
「どうしてそれが必要なのかわからない」
２）意識を改革しなければ続かない
「面倒くさい」「一人ぐらいサボっても」
３）教育を単発で終わらせてはならない
「忘れちゃった」「もう大丈夫かと思って」
人は知識を得て、納得しなければ動きません。
意識が高まっている時と緩み始めた時に教育と啓蒙は必
要です。単発で終わらせないことが重要です。
よくある障害
１）衛生意識、知識、習慣は個人差が激しい
育ってきた環境・文化・習慣・躾に左右され、学校
の授業・教科・科目に無いから基本が無い状態です。
２）よくある現状の衛生管理体制の問題点「昔からこれ」
「声のでかい人間が決めてきた」状態である。正解が
解らないから改善出来ず、そのままの状態である。
３）職員同士の話し合いで決めると揉める
各家庭の伝統文化や習慣を、職員同士で否定しあう
形式になりやすく、「そういうあなたは出来ている
の？」と思うし、言われる。
職員間がギスギスしないためにも、第三者の立場と
して専門家を入れ、問題を改善するほうが結果的に
成功します。
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対策計画の作り方（まとめ）
１）感染対策委員会を組織する
２）業務を全て書き出す
３）リスクポイントを思いつく限り書き出す
４）リスクが高いものから対応策を複数書き出す
５）実現可能な対応策にまとめる
６）出来る限り１枚の紙にまとめる
７）必要なチェック項目もしくは記録用紙を作る
８）全職員に共有と教育を行う
９）必要な箇所に掲示する
10）委員会がチェックし、都度改善する

自社ブランド「感染症 .com」をリリース。感染症対策支援事
業として情報サイトと感 染症対策セミナーをスタートさせる。
2013( 平成 25）年 6 月
感染症対策における運営ルール設計、マニュアル、社
員教育など一貫したサービスの リリースを開始する。
2013( 平成 25）年 9 月
感染症対策状況を独自の基準から認定を実施する、認
定事業の開始。
2013( 平成 25) 年 12 月
感染症対策専門資格の需要から専門資格の作成依頼を
受け、感染症対策専門資格として感染対策専門員を考
案・監修を手掛ける。
会長報告
本来であれば今日は東京オリンピックの会期まっただ
中です。そこで、今回はオリンピック競技でもあるライ
フル射撃についてお話したいと思います。

向田朋之様と鳥山会長

卓話者ご紹介

向田朋之 ( むかいだ ともゆき ) 様
1979( 昭和 54) 年 7 月 14 日 神奈川県平塚市生まれ、
神奈川県平塚市在住。40 歳
感染症 .com 運営事務局
株式会社アトラス 代表取締役
医療看護環境学会 理事長
一般社団法人グローバルキャリア支援協会 専務理事
アセアン人材育成事業協同組合 理事 国内支援担当
所有資格
・医療環境管理士
・感染対策専門員 監修・検定員・講師
・環境アレルギーアドバイザー 講師
・入浴施設衛生管理者
・医療看護環境学会 検定員
学歴
1998( 平成 10) 年 神奈川県立平塚江南高等学校卒業
2003( 平成 15) 年 法政大学工学部卒業
経歴（一部抜粋）
2003( 平成 15）年 4 月
株式会社光通信 ( 大手情報通信機器販売会社 ) へ就職。
2005( 平成 17）年 4 月
株式会社アドバンスサポート ( 光通信と加ト吉の合弁会社 ) へ出向。
2006( 平成 18）年 9 月
経営戦略事業部の創立、東四国エリア部長に就任。
2007( 平成 19）年 4 月
株式会社アドバンスサポートを退職し、独立。
2012( 平成 24）年 7 月

ライフル射撃は、銃の種類や標的までの距離によって
種目が分かれます。中でも 50ｍ22 口径スモールボアライ
フル 3 姿勢という競技は、立って打つ、膝をつけて打つ、
伏せて打つ、と 3 つの姿勢の合計点で争います。もちろ
ん実弾です。制限時間は男女共通で 2 時間 45 分。射撃
のマラソンともいわれており、試合終了後は 2 キロ痩せ
てしまう選手もいるほど、過酷な競技です。
なぜ、それほどまでに過酷な競技なのか。想像してみ
てください。この競技は 50ｍも先にあるほんの小さな標
的の、しかも中心を狙う競技です。50ｍというのは、渋
谷 109 の高さと同じです。109 を見上げた一番先に標的
が付いている。裸眼で見れば米粒以下の大きさです。
50ｍも先にあるこの小さな標的を寸分の狂いもなく狙う
のがライフル射撃です。そして今「なぜそんなことを知っ
ているんだ」という声が聞こえてきたような気がしまし
たので告白しますと、実は私、大学時代にライフル射撃
をやっていたからなんです。国体は予選落ちしてしまい
ましたが、アジア選手権の強化選手にもなったほど、ラ
イフル射撃にのめりこんでいました。
さて、そんな私から皆さんにクイズです。
先ほどお話したように、ライフル射撃は 50ｍも先にある
小さな標的を狙う競技です。指先が 1 ミリでも狂えば、
標的を大きく外してしまいます。そういったことになら
ないよう、トリガーを引く時は、ある状態を理想として
いるのですが、それは①から③のうち、どれでしょうか。
①とにかく標的に集中する
②集中ではなく、リラックスする
③何も考えない
正解は、③の「何も考えない」です。
ライフル射撃は、照準があったタイミングでトリガー
を引くわけですが、脳が「打て！」と指令を出してから、
それが指先に伝わるまでにはタイムラグがあります。
この間に雑念があると、指先が狂い、標的を外してしま
います。ですから、何も考えない。無の境地に達するこ
とが理想とされています。これは日々の生活にも同じこ
とが言えると思います。プライベートに仕事に、私たち
は忙殺されがちです。特に今は新型コロナウィルスの影
響で、いつも以上に集中し、体力、精神力を削っています。
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そんな時だからこそ、たまには何も考えない時間があっ
てもいいのではないでしょうか。

ニ・カッパ 救急外来医 イタリア・パブィア RAC、
この方の体験談が掲載しています。

あえてそのような時間を設けることが、プライベート
や仕事においても、目標の的を射抜く秘訣であるような
気がいたします。

◆横書きの４６ページ ロータリー財団管理委員長から
のメッセージ、2020−21 年度ロータリー財団管理委
員長 K．R．ラビンドラン ロータリアンは一風変わっ
た人たちの集まりだと言う事は歴史が証明しています。

幹事報告

◆縦書き１３〜１４ページ 埼玉県立所沢高等学校 IAC
認証状伝達式 入間 後藤賢治
中島さん女性（高校生）の話が載っています。

◎本日、2020-21 年度の活動計画書を皆様にお渡し致し
ます。7 月 2 日に欠席され、会員名簿をお受け取りになっ
ていない会員は事務局まで申し出てください。
また、前年度休会中のロータリーの友が受け付けにあ
りますので、お持ちでない方はお受け取りください。

◆縦書き９ページ、なぜ倒産 ２３社の破綻に学ぶ失敗
の法則 平塚 RC 鈴木成一
手前味噌の時間がやって来ました。４回目の私の一冊
を採用して頂きました。

◎令和 2 年 7 月豪雨被害への義援金協力が久保田ガバナ
ーよりご依頼がありました。
前回皆様にすでに募金をお願いいたしましたが、本日
再度募金箱をお回し致しますので、皆様のご協力をお
願い致します。

○地区米山奨学金・米山学友委員会 常盤卓嗣 委員長
７月にラスカにて第１回米山委員会を開く事が出来ま
した。コロナの中で実は沢山集まってはいけないと言
って地区委員会は開かれていないところばかりなんで
す。とにかく学生さんと会わなければ始まらないので
ラスカさんに全面的にご協力を頂いて、鳥山会長、江
藤幹事においで頂き私達の活動を見て頂きまして懇親
会までご参加頂きまして有難う御座いました。
今日も此れから米山が開かれますので退出致しますが、
本来であれば山口君、森君に報告をさせたいのですが
森さん皆さんもご存じのように網膜剥離で手術がある
ので私からの報告となりました。皆様も１回、クラブ
例会の中でも結構だと思うのですが２７００地区２０
００名、第８グループ３００名を超すメンバもいます
ので是非新しい出会いを求めて出向もいいのかなと思
います。
８月に私は、伊勢原商工会議所にガバナーを含めてオ
リエンテーションをしますので宜しくお願いします。

◎前回ご連絡いたしましたガバナー月信がペーパーレス化
のため、今までのような冊子での配布は平塚 RC では 20
冊のみとなります。
そこで、平塚 RC のホームページにガバナー月信を貼
り付けましたので、今後はそちらをご覧いただきます
ようお願いいたします。
冊子でのご希望の方は事務局までお申し出ください。
◎新型コロナウィルスによる前年度の事業費返金はほとんど
の会員の皆様への手続きは済んでおりますが、現金での
ご希望の数名の会員にお渡しできておりません。
まだの会員は事務局へお申し出ください。
◎来週の１3 日 ( 木 ) は休会です。
次の例会は 8 月 20 日となりますので、お間違えの無
いようお願いいたします。

2名

メークアップ（MUP)
常盤卓嗣会員、山口紀之会員
本日のスマイル

20名

ゲスト

2名

感染症.com運営事務局
(株)アトラス 代表取締役
税理士法人みどり会計

代表社員 原田篤志様
0名

ビジター
誕生日祝いを会長より受け取られ、
結婚記念でもある清水雅広会員

○雑誌委員会 鈴木成一副委員長
ロータリーの友 ８月号のご紹介
◆横書きの１３ページお医者さんのページでジョバン
クラブ会報委員会

◎ 葛西 敬

卓話・行事予定
8月13日(木)
8月20日(木)
8月27日(木)

委員会報告

休会
青少年交換学生 金子美優さん
丸茂会員
新入会員卓話

市内例会変更
○ 浅野 康

向田朋之様

近藤 憲司

又城 雅弘

現在ございません。

