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会長卓話 

 

須賀 篤史 会長 

皆さん、こんにちは。本日は私と関幹事がリモート

で参加になりますがよろしくお願いいたします。また、

諸般の事情により 45 周年記念事業で越谷市役所新

庁舎へ寄贈した時計の写真撮影も来週に延びてしま

って誠に申し分けございません。 

さて、一昨日、大熊会員よりまた仕切り版をいただ

きました。前回のも十分良かったのですが、今回は白

枠で上部は透明で開放感があり、更に良くなりました。

ありがとうございました。 

ご報告ですが、先日稲垣さんの息子さんと電話で

お話ししました。年末に体調を崩しまして入院したの

ですが、現在はリハビリ病棟に移りリハビリ中とのこと

です。コロナ禍のため親族の方も月に 1度 15分のみ

の面会しかできないとの事です。まだいつから復帰で

きるかわからない状態ですが、この北クラブにもう少し

在籍したいとおっしゃっていたとのことですのでご報

告いたします。 
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さて、本日は山本会員にお願いして埼玉県保険医

療部の秋田様をお招きして「新型コロナウィルスワク

チンについて」卓話していただきます。このコロナと人

間との戦いのキーとなるであろうワクチンの事ですの

で、まさに今が旬であり非常に興味深く楽しみにして

おります。質問等もあるかと思いますので本日の私の

挨拶はこれで終わらせていただきます。本日もよろし

くお願いいたします。 

副幹事報告 

 
今井 英治 副幹事 

（地区より） 

・中里ガバナー入院に伴い、小林操副ガバナーに権

限移行の案内が届いております。 

・感染症対策ガイドラインが改めて届いております。 

（クラブより） 

・先日新越谷駅に書き損じはがき回収ポストの設置を

行い、4月 19日東武読売新聞に掲載されました。 

・大熊会員より、職業奉仕の一環でクラブに卓上パー

テーションを寄贈頂きました。 

雑誌記事紹介 

 
中澤 伸浩 会長エレクト 

相変わらずコロナ禍の見通しも不透明で、3 都府

県を対象に緊急事態宣言が発令される見通しという

情勢ということで、ロータリー活動も大きな影響を受け

ています。そのような中、ロータリーの友４月号のロー

タリーアットワークの中で、工夫を凝らした活動を紹介

する記事がありましたので、ご紹介します。 

一つ目は、第2760地区愛知県の江南ロータリーク

ラブの活動報告です。このクラブでは、毎年 12 月に

「年忘れ家族会」というものを開催しているということな

のですが、新型コロナの影響で中止となり、会員や家

族の落胆は大きく、ギフト進呈という案もあったという

ことですが、もっとオリジナリティのある企画をというこ

とで、クラブ独自のクーポン事業という企画を実施し

たそうです。コロナ禍で特に打撃を受けている飲食業

に着目し、飲食関係を営む会員に協力を依頼し、5

店を対象として、クラブが発行したクーポンで飲食や

食料品購入ができるようにしたということです。 

会員や家族間の親睦を深めるのが主な狙いで

LINE を活用し、会員がお店を訪れたときの写真を

紹介したり、それを見た人がコメントを寄せたり、また

病気療養中の会員が参加を希望したりと予想外の喜

びもあったと言うことでした。そのような一連の写真や

コメントを動画にしてオンライン例会で紹介するなどし

て、会員に一体感が生まれ予想を超える反響が寄せ

られたということでした。 

その他にも、コロナ禍のもと ZOOM を活用し、プロ

ジェクターとスクリーンを用いて、高校生と高齢者施

設との交流・支援を実施して、世代と距離を超え大き

な感動をもたらしたという活動なども記事として報告さ

れています。 

このような他のクラブの活動を参考に、当クラブでも、

コロナ禍にあっても活動を充実させていければと思い

ます。 

委員会報告 

次年度副幹事  今井 英治 副幹事 

 被選理事役員会からのお知らせです。来週の 4 月

28日水曜日、第 4回被選理事役員会を 11時より例

https://koshigayakita-rc.jp/


週報                       2020-2021国際ロータリーテーマ 

第 2770 地区 第 8グループ                    “ロータリーは機会の扉を開く” 

               RI会長 ホルガー・クナーク 

 

越谷北ロータリークラブ                      

2020-2021 須賀篤史会長提言 「未来へ繋ぐクラブの絆」       

ホームページアドレス https://koshigayakita-rc.jp/      

  3   

 

会場にて開催いたします。現在コロナ禍ですので、も

し体調不良等ありましたら無理せずに、ご出席できる

方のみ出席をお願い致します。 

外部卓話 

 

埼玉県保健医療部企画幹 

秋田 大輔 様 

『新型コロナワクチンについて』 

 ワクチンが本格的に動き出したのは今年に入ってか

らとのことです。埼玉県庁でもワクチン事業を行うにあ

たり、プロジェクトチームを保健医療部局の中で組織

されました。本日は、当プロジェクトリーダーである秋

田様より、新型コロナワクチンについてご説明頂きま

した。 
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■質疑応答 

 

長谷川 真也 会員 

質問： 

5月 10日の週から安定的に配布されるとのことで

すが、各自治体は予定だと結局すぐに打てない。予

約券を発行等でかなり時間がかかり、実際には 2週

間後とかになると思う。県の考えとして、各市町村に

何箱入るというのは 1か月前に予定を組めるものなの

か？それとも週ごとに各自治体に配布するのか？ 

回答： 

仕組みとして、全国の箱数は公表頂いているが具

体的に埼玉県に何箱来るか決まるのは 2週間に 1回

となっている。この 2週間でどれだけ量が必要かとい

うのは自治体がエントリーして、集計したあと国が決

める流れになっている。ただ、工夫をしている自治体

は、施設の方から予約を取るのではなく、特定の施設

を巡回で接種していく事や、ワクチンがある程度来る

ので、予約が取れる段階から開始するなどがある。県

も 5月の末から本格的な接種を予想している 

質問： 

9月ごろ 16歳ぐらいまで打てるとのことですが、埼

玉県の予想はどうなっていますか？ 

回答： 

公式発表ではないですが、大野知事は自信がある

ように見えます。ファイザー社が量産体制を整えるた

めに工場を拡充しているためカバーできることを考え

ています。 

 

松井 昭夫 会員 

質問： 

予診票を見た。クーポン券貼り付けの欄があるが、期

限はあるのか？ 

回答： 

期限はありません。予約さえ取れればいつでも大丈

夫です。 

 

秋田様、ありがとうございました。 
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・本日、リモートでの参加で申し訳ございません。秋

田様ようこそ。本日卓話よろしくお願いします。 

須賀 篤史 

・本日、リモートでの参加申し訳ありません。秋田様よ

うこそ。本日卓話よろしくお願い致します。 

関 雄二郎 

・秋田様、涌井様、お忙しい中ありがとうございます。

本日卓話よろしくお願いします。 

中澤 伸浩 

・秋田様、本日よろしくお願い致します。 

山本 正乃 

・お客様ようこそ。本日の卓話宜しくお願いします。 

今井 英治 

・久しぶりに例会場の例会に参加しました。皆さんコロ

ナ充分に注意して生きて行きましょう。73歳高齢者

より。 

 宮﨑 敏博 

・だいぶ暖かくなってきました。過ごしやすい日々が

続いています。あとは、早くマスクが外せる日が来

るのを待ちわびています。 

大熊 正行 

・暖かくなりました。本日例会宜しくお願い致します。 

中村 隆雄 

・本日も宜しくお願い致します。 

伊藤 純 松井 昭夫 佐藤 要 

・本日早退です。ごめんなさい。 

堀野 眞孝 

・古い書類を整理していたら尺骨神経を傷めてしまい

ました。皆様もお気をつけ下さい。 

江口 公晴 

・世界平和のために。 

黒田 幸英 関森 初義 

・スマイルのご協力ありがとうございます。 

長谷川 真也 

 

 

出席報告 

会員数          46名 

出席者          26名 

出席率          66 % 

 

 

 

至：越谷市新本庁舎 

越谷北ロータリークラブは、45周年度として越谷市新

本庁舎に時計を寄贈しました。 

 

  

越谷市長もお見えになられました。 

 

越谷北ロータリークラブの名前がしっかりと刻まれて

います。 
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