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本日出席会員 42名 

 メークアップ（前々回） 12名 

 出席率（前々回補正） 80.77% 

「君が代」斉唱 

ロータリーソング「奉仕の理想」 

 

会長挨拶 第 66 代会長 三村昌之         

皆さん、こんにちは、1 月 28 日は

小野谷機工会社見学の移動例会にお

越しいただきありがとうございま

す。今日お配りした会報にも載って

いますが、「歩くな仕事をせよ」など

という工場の壁に貼ってある社主の

三村語録を見ていただいたところで

す。 

 さて今、中国の武漢市から発生したという新型コロナウィ

ルス関連の肺炎が猛威を奮い世界中に広がり、感染症の症例

が報告されました。当クリニックにも厚生労働省、日本医師

会から注意情報が毎日届いています。コロナウィルスはヒト

を含めた哺乳類、鳥類などに広く存在するウィルスで、エン

ベロープという（ウィルス表面の脂質性の膜）上にコロナ（王

冠）のようなたんぱく質の突起を持つことが特徴です。病原

性を持つものは 6 種類知られており、普通の風邪・感冒を引

き起こし風邪の 10～15%の原因になっているのが 4 種類、あ

と２種類の酷い感染症を引き起こすものが 2003 年に中国広

東省から流行ったサーズ SARS-CoV（重症急性呼吸器症候群）

で、コウモリとの接触により感染したジャコウネコが感染源

であったと推測されていますが、コウモリはしばしばコロナ

ウィルスの保有動物となっています。2012 年にサウジアラ

ビアで最初に報告されたマーズ MERS-CoV（中東呼吸器症

候群）はヒトコブラクダが自然宿主（病原体を無症状で体内

に保有している生物）であるといわれていますが、これもコ

ウモリが疑われました。今回の感染源も、コウモリである可

能性が強まっているという報告があります。中国国内では今

朝の時点で 2 万 438 人が感染を確認され 425 人が死亡し感

染者の大部分が武漢市内とその周辺に集中しているそうで

すが、外国の推測では 20 万人を超えているという見方もあ

ります。 厚生労働省は 1 日、新たに 3 人の感染を確認した

と発表し感染者数は合計 20 人、うち 2 人については、人か

ら人への感染が確認され、新たに感染が確認されたのは、日

本政府のチャーター機で武漢から帰国した人々のうちの 3人

だそうです。ところで気になる予防法、治療法ですが、厚労

省のホームページでは、現在、流行が認められている状況で

はないので風邪や季節性インフルエンザ対策と同様に一人

一人の咳エチケットや手洗いなどの実施が重要で感染症対

策に努めてくれとのこと。武漢市から帰国・入国した人ある

いはこれらの人と接触した人には、咳や発熱等の症状がある

場合には、マスクを着用するなどし、事前に保健所へ連絡し

たうえで、受診するようにとのこと。医療機関を受診する時

には、武漢市の滞在歴があることまたは武漢市に滞在歴があ

る方と接触したことを事前に申し出ることなどと書いてあ

りますが、治療方法は現時点ではまだ確立していません。こ

のため、現時点では、発熱に対する解熱鎮痛剤、呼吸困難に

対する酸素投与や気管内挿管、脱水に対する補液など、それ

ぞれの症状を改善することを目的とした対症治療が行われ

ます。タイでは、エイズとインフルエンザに対する薬を同時

に投与することでコロナウィルスが消えたという報告もあ

るようですが、確立されたものではないです。現時点では、

通り一遍ではありますが、接触感染、飛沫感染の予防法であ

る、マスクの装着や手洗いうがいといった一般的な対応が必

要とのことです。福井県内で感染が疑われた患者は現在、感

染症指定医療機関である県立病院、福井赤十字病院（福井市）、

福井勝山総合病院（勝山市）、公立丹南病院（鯖江市）、市立

敦賀病院（敦賀市）、公立小浜病院（小浜市）の六病院のいず

れかを受診させることになっています。今日の卓話は奥村充

会員の卓話です。「電気を安定的にお届けするために」という

テーマでお願いします。 

プログラム                           

会員卓話   

「電気を安定的にお届けするために」  奥村充会員 

 

１． 北陸電力の災害対応について 

・近年の災害の状況 
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・災害への備え 

・停電時の早期復旧に向けた取り組み 

・停電時の情報提供 

・大規模災害時の応援体制 

２． 分社化後の対応 

・分社化の概要 

・分社化後の非常災害対応体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電気のお話の他に、ニコニコ委員長としての皆様

へのニコニコへのご協力をアピールされました。 

会員記事                    

2月 誕生日お祝い･･･4名 

  織 田 桂 蔵  79 才 

西 藤 浩 一  68 才 

蔭 山 雅 一  68 才 

白 﨑 弘 康  65 才 

2月 結婚記念日お祝い･･･2名 

  梅田 雅彰・裕 子 5年 

 前田 栄二・佳代子 5年 

 

 

 

 

2月 連続出席お祝い･･･3名 

 石 川 満 夫  45年 

谷 尾 榮 一  39年 

 上 野   巌  3年 

 

 

 

ニコニコ箱・・・ 34,000 円 累計 1,018,020 円   

・奥村会員、卓話よろしくお願いします。 

 例会後、クラブ協議会がありますのでよろしく。 

                   【三村昌之】 

・連続出席自祝 よくぞ続いたものです。ロータリー 

 を楽しませて頂いています。      【石川満夫】 

・連続出席自祝 早や 39年、何とかやってこれました。 

 ありがとうございます。        【谷尾榮一】 

・奥村会員卓話よろしくお願いします。 

【田中大成】【宮前貴司】【吉田登喜男】 

・お釈迦様の国へ行ってきます。     【宇野晃成】 

・誕生日自祝             【西藤浩一】 

・ちょっと              【宇野賢治】 

・早退しすみません。  【三田村久光】【柿谷好彦】 

・本日炉辺会合 3 班様、2 月 7 日 5 班様お待ちして 

 おります。             【西本久美子】 

・連続出席自祝            【上野 巌】 

・結婚記念日自祝 家庭円満で過ごします。新しい 

 家族も増える予定です。またよろしくお願いします。 

                   【梅田雅彰】 

・木下さん、前回はありがとうございました。 

                   【奥村 充】 

 

例会変更情報／福井県内ﾋﾞｼﾞﾀｰ受付（2 月 19 日～3 月 2 日） 

2月 19日  福井北 RC  12:00～12:30 ザ・グランユアーズフクイ 

（ホテルフジタ福井 １階 カフェテリア） 

＊変更の無い各クラブの定例例会については、ロータリーの

友ホームページ等にてご確認ください。 

 

本日(2月 18日)例会    2月 25日 

 

炉辺会合報告 

3月 3日 

第一例会行事 

会員卓話 

 宇野晃成会員 

3月 10日 

夜間例会 18：30～ 

ゲスト卓話 

報徳寺 蜂谷真勝氏 

ゲスト卓話 

一般社団法人越前市観光協会 

統括ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 宮地広樹氏 


