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Serve to change lives

ソ

ン グ

会 長 談 話

それでこそロータリー
荒木康雄会長

たが、スペインは中立国だったので正直に報道
したため、スペイン風邪との汚名を着せられる

先週から新型コロナウイルスの

ことになりました。ちなみに、以後病気に国名

急激な感染拡大により第 7 波が始

をつけるのは止めようということになり、今回

まりました。日本各地で過去最大

はチャイナウイルスではなく COVID-19 となった

の感染者数を更新し続け、私達の

訳です。スペイン風邪の大流行で戦争どころで

身近に迫ってきたと実感します。

はなくなり終結を早めることになりましたが、

私はある会議の席で、コロナ禍は 3 年目の今年

戦利賠償金の調整に力を注いでいた米国のウイ

度中に終息するだろうと公言したことを少し後

ンソン大統領がスペイン風邪で重病になったた

悔し始めています。終息理由は、ワクチン接種

め、ドイツは国家予算の 20 倍に相当する膨大な

が進むことに加え経口治療薬が開発され、イン

賠償金を支払うことになりました。ドイツは紙

フルエンザと同じ感染症第 5 類に属するように

幣を大量に発行し、ハイパーインフレとなって

なるだろうと思ったことの他に、100 年前のス

経済は大混乱に陥り、国民が苦しみ不安に陥っ

ペイン風邪が、3 年で突然終息したことにより

ている時にヒットラーが現れ、ポーランドに攻

ます。

め込んでドイツ領にし、経済を回復させようと

1918 年から 1920 年にかけて世界中にスペイ

考えた訳です。つまり、スペイン風邪は第一次

ン風邪が大流行し、世界で累計約 4,000 万人が

世界大戦を終結させると共に、第二次世界大戦

亡くなりました。実際にはインフルエンザだっ

のきっかけを作ることになったと言えます。

たようですが、日本でも 2,380 万人が感染し、

さて、世界中に猛威を揮ったスペイン風邪も

39 万人が亡くなったと言われています。当時の

3 年で突然姿を消したそうです。その原因は 2

新聞には「マスクを売り惜しむ人がいる」「マス

通りの説があり、1 つ目は大多数の人が感染し

クを転売して金儲けをしようとする人がいる」

た結果人々に免疫ができたためというもの、２

などの記事が出ているそうで、人間は何年たっ

つ目はウイルスが変異を繰り返した結果人間に

ても同じ行動をするものだと痛感します。しか

は無毒なものに変わったためというものです。

し、この時のデータで第 2 派・3 波と続いてい

私は、新型コロナウイルスもスペイン風邪と同

くことの対策やワクチン研究が、今回のコロナ

じように、3 年目の今年で姿を消すことを切に

対策に活かされています。スペイン風邪の発生

願っていますが、第 7 波の爆発的な感染拡大状

源は風邪の症状をした一人の若いアメリカ兵

況を見ていると、終息原因 1 つ目の大多数の人

で、訓練や輸送船内の三蜜状態の中であっとい

が感染するまで終息に向かわないのかと危惧し

う間に周りに感染し、ヨーロッパ上陸と共に各

ています。皆さんの健康を心から祈念し、会長

国兵士に感染拡大していきました。戦時中なの

談話と致します。

で報道規制が行われ各国共に秘密にしていまし

入

日 時

会 式

八十二銀行 伊那支店長 吉田秀樹様
紹介者：藤澤秀敬会員
皆さん、始めまして。八十二銀行伊那支店の

18：30～

会 場 箕輪「燈花」
3. 箕輪ロータリークラブより、クラブ計画書
をいただきました。
【8 月のプログラム】

吉田でございます。前
任の堀内の後任として

2022 年 8 月 30 日(火)

4 日(木) クラブフォーラム(会員増強・拡大)

6 月末から伊那に着任

11 日(木) 休会(法定休日)

いたしました。伊那での

18 日(木) 20 日(土)へ振替

勤務は今回が初めてとなります。

20 日(土) 尾張旭 RC 合同納涼例会(感染症
拡大により中止)

出身は、八十二銀行の中では珍しく京都で関
西人です。信州の風景に憧れてやって来て 23 年

25 日(木) 卓 話

になります。自宅は長野市にあり単身赴任とな
りますが、山登りが趣味ですので、在任期間中

出 席 報 告会員数 56 名 内出席免除者 19 名

に中央アルプスや南アルプスに登って伊那での

出席者 35 名 事前メーキャップ0 名 出席 76.08％

生活を楽しみたいと思っております。

ニコニコボックス

皆さん、よろしくお願いいたします。

・辰野 RC 様 本日はよろしくお願いします。

ご

・荒木康雄・向山賢悟 辰野 RC 会長・幹事様、

挨 拶

辰野 RC 会長 丸田勝広様
ロータリー歴は 11 年で、
職業分類は伊那 RC 平澤前会

吉田支店長、ようこそ伊那 RC へ
・三澤清美 社会体育の太極拳の 40 年の功績で、
伊那市長より表彰状をいただきました。

長と同じ金属工業です。辰

・藤澤秀敬 吉田会員の入会を歓迎致します。

野 RC は今年で 60 年目にな

・飯島松一

ります。設立当時の会員数

伊那北高校創立記念ゴルフコンペ

で、250 名の中で優勝できました。

は 35 名でしたが、現在は 21

・吉田秀樹 入会よろしくお願いします。

名で会員数の減少に悩んでいます。今年度は会員

・在籍祝

一丸となって会員増強に努めていきたいと思い

決 算 報 告

ます。またコロナ渦で出来なかった親睦活動にも
力を入れていきたいと思います。辰野 RC が今後
70 年、100 年と続くようがんばりますので、今後
とも御指導のほどよろしくお願いします。
辰野 RC 幹事 増沢弘久様
職業分類は飲食店で、辰野と箕輪で韓国料理の
店をやっております。幼少期は伊那市山寺で過ご
し、祖母に通り町のニシザワによく連れて行って
もらった事を思い出します。今年度は色々な活動
を通じて友達作りが出来ればと思っています。今
年 1 年よろしくお願いします。
幹 事 報 告

向山賢悟幹事

1. RI より、上半期の人頭分担金等納入のお願
いが参りました。
2. 上伊那グループガバナー補佐より、会長・

幹事会開催のお知らせです。

平澤泰斗直前会長、下枝正一監査人より、7 月 14
日の旧理事会にて、第 62 期の会計が承認された
報告があり、小林旬子会計が決算報告を行った。
ハイブリッド例会説明
伊那ケーブルテレビの向山社長、
スタッフらにより、ZOOM の利用
方法、しくみ等の概要が説明さ
れた。

