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第２５９６例会 ２０２２．７.４
第 59 期第一回例会
１２；３０ 点鐘 会長 大雲芳樹君
司会進行 会長エレクト兼副会長 小野克永君
国歌「君が代」 ロータリーソング「奉仕の理想」
ビジター 伊藤洋平君（東京西ＲＣ）
、星野恭一郎君（東京銀座新ＲＣ）
《会長あいさつ》会長 大雲芳樹君
皆様こんにちは。今日は何だか梅雨入りみたいですね。おかしな季節
がやって来てそれが日常化してきているのかなと思っています。更に言
うとコロナが相変わらずまた上昇傾向に転じてきている。そんな状況で
物価が上がって来ちゃっている、円安も進んじゃっている、なかなか難
しい状況とは思いますが、皆様いかがお過ごしでしょうか？
実は私共の店は出ちゃいました。つい先日の事ですが休みを取ってい
たアルバイトの子が出社してきた夕方に何となく具合が悪くなって検査したところ、陽性だったと言う
事です。我々店としてどういった対応をしたかと、そんな事を一寸お伝えしようかなと思います。
先ずその子の濃厚接触者と言うのが非常に重要になって来ます。我々この２年で慣れてきたとはい
え、やはりコロナを考えての中でオペレーションをしていました。ランチも必ず対角線上に取って、大
きなテーブルも仲間との間隔が１．２メートルある大きなテーブルで、そこで斜めに取るという指示を
出していました。２年前の凄くナーバスになっていた頃と違ってマスクをしていれば職場内でも肩が触
れ合うというそんなような距離であっても、マスクをしての作業と言うのは濃厚接触者に当たらない。
これは全部保健所の見立てですので、それに従って対応してきました。食事が一番アウトなんです。マ
スクを取って対話をしています。そう言うような事があると、その時のテーブルの状況と言うのは結構
チェックされます。それともう一つ「たばこ」。喫煙所に行ってたばこ吸っていた人は全員濃厚接触者で
す。

我々実は一つの店なんですが、ある店は喫煙所があり、そこに皆行くんですが、そこじゃない店だっ
たりとそれぞれが対応していました。今回我々はそこでの濃厚接触者もいない。今回一つほっとしたの
がその陽性者の方の当日の職場での濃厚接触者はいないという判断を保健所はしてくれました。
我々会社としての対応は手元にあるいわゆる抗原検査用キット、これを直ぐに対応しました。その日
に陽性患者になったアルバイトの他に４人社員がいたのですが、全員陰性でした。これで安心しちゃい
けないという事で、実はＰＣＲ検査用のキットを会社で１０セット程用意しておりまして、それを夕方
５時ぐらいに全員にやりまして、望月にあるセンターに持ち込みまして、翌日朝８時３０頃わかりまし
た。一人出ました。陽性者が。新たに出た陽性者が関わったものには全て廃棄しました。それと消毒を
施して、これは保健所による指示によってＯＫとなりました。それで何とかその日営業できる事となり
ました。
余談ですが、会社として全員陽性だったらどうしようとか、いろんな事を考えておりました。実は貸
し切りの団体さんが入っていました。どうしよう、このメンバーが陽性だったらどうしよう、いろんな
事を考えてシュミレーションしておりました。万が一シェフがダメだった場合はすべてを破棄して本店
からデリバリー方式で対応できるかと言う様な事も本店のシェフに事前に打診しておりました。いろん
な事をしながら色んなシュミレーションを立てた中で何とか先日乗り越えたという事です。
教訓はまず大きな意味で言うと、増えています。間違いなく。後、皆さん企業経営者としてリスク管
理と言うのはやっぱり大事だと。それと我々最悪の事態は免れたんですが、最悪の事態に対する考え
方、実はちらほらと聞くのは表には出ていないけど、社内で出ているところはいっぱいあるんです。そ
こにしかるべき対応、例えば大手の去年の夏でしたか、閉めざる得なくなっている状況、それも対応方
法の一つだと思います。色んなシュミレーションを立てて、想定していかなければならない。又いざと
と言う時の抗原検査用、ＰＣＲ検査用のキットを用意しておかなければならない。
そのような事で、この週に会長になっていきなり会長の話がこんな事になって恐縮ですが、お互いに
経営者同士、そういう情報と言うのを共有すべきなのかと言う事でお話しさせて頂きました。
《幹事報告》幹事 佐藤学君
理事会報告①第 58 期事業報告・決算報告
並びに第 59 期事業報告と予算承認について
予算は再検討次回理事会で報告
②7 月のプログラム 承認
③親睦ゴルフ・インフォーマル夜間例会について
④年会費について 第 59 期上期会費納入 納入日 7 月 19 日（火）
⑤その他 Ⅰ・入退会会員について 内山貴司会員、大山茂会員退会承認
丸山哲会員入会
Ⅱ・名誉会員について 藤巻進軽井沢町長推薦承認
★小諸浅間ＲＣより 2022 年 7 月より 例会日変更 木曜日
★ガバナー上沢広光様より

ダメ絶対普及運動資材活用について

★ロータリー文庫電子図書館のユーザー名、
・パスワードについて（事務局までお問い合わせください）
★軽井沢ウインターフェスティバル実行委員会より 総会開催のご案内 7 月 28 日（木）於；町役場
★通信物＝①2022-2023 年度 RI 理事佐藤芳郎様より「ポリオデーポータルサイト」開設のお知らせ
②2600 地区青少年育成基金規定
③財団室ニュース 7 月号 ④ガバナー月信 7 月号
⑤ロータリーの友 7 月号 ⑥軽井沢高原文庫通信 99 号
★クラブ会報＝上田ＲＣ、丸子ＲＣ

《新旧会長幹事バッチ継承》

7 月のプログラム
７／ ４ クラブ協議会
１１ 親睦ゴルフ
インフォーマルＭ夜間例会
１８ 法定休日（海の日）休会
２５ 例会卓話 小崎陽一郎会員
８/

１ 例会卓話 中山茂氏

第 58 期小林会長、上田幹事より

１５ 例会卓話 渡邉禎治氏

第 59 期大雲会長、佐藤学幹事へ継承クラブバッチ引継

２２ 例会卓話 藤巻進氏
（軽井沢町長）

《親睦委員会》
★お誕生祝＝小崎陽一郎君、横山繁君、小野克永君

《出席委員会》
★年間皆勤賞＝小野克永君（9 年）
、横山繫君（1 年）

7月4日
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メイク
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35

26

1

26

74.29%
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出席免除 1

会長エレクト兼副会長 小野克永君
★新年度も宜しく…甲田正昭君、遠藤孝君、干川慎一郎君、小崎陽一郎君
中沢雅子君、丸山哲君、柳沢洋一君、川嶋光慈君、佐藤俊幸君
長岡秀秋君、金山城太郎君、横山繫君、秋山貴史君、佐藤学君
小野克永君、大雲芳樹君、尾沼好博君、佐藤一郎君、小林俊二君
佐藤敏明君、大工原巧君、古越道夫君、今井亮君、袖山卓也君、佐藤好雄君
上田直人君、今牧慶次君
《新会員のご紹介》推薦者
さとし

干川慎一郎君

丸山 哲 会員 1976 年 8 月 9 日生まれ 45 歳
八十二銀行軽井沢支店長

《丸山哲会員ごあいさつ》
今ご紹介に預かりました八十二銀行軽井沢支店の丸山と申します。6 月まで日
本橋にある東京営業部に勤務しておりまして、今回異動で軽井沢の方に参りまし
た。ロータリークラブと言う事で大変緊張しておりますが、折角の機会ですの
で、皆様から色々勉強させて頂ければと思っております。どうぞよろしくお願い
致します。

《クラブ協議会》幹事

佐藤学君

第５８期 小林俊二会長あいさつ
第５９期 大雲芳樹会長あいさつ
議題
① 2021－2022 年度 事業報告

第 58 期 幹事 上田直人

② 2021－2022 年度 決算報告

第 58 期 幹事 上田直人

基金会計、一般会計、ニコニコ BOX 報告、
ロータリーの森会計、グアム交流特別会計
③第 58 期 会計監査報告 第 58 期 幹事 上田直人
拍手承認
④ 2022－2023 年度 事業計画（案）第 59 期 幹事 佐藤 学
⑤ 2022－2023 年度 予

算（案）第 59 期 幹事 佐藤 学

予算は 8 月理事会にて再提出
⑥第 59 期組織
拍手承認
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