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2020年 5月 22日 例会自粛中・特別号（№3） 

 

感染拡大に備える改正特別措置法（新型コロナ 

特措法）に基づき緊急事態宣言発令中につき 

 

 

 

2019-20年度 国際ロータリーのテーマ 

「ロータリーは世界をつなぐ」 

国際ロータリー会長 マーク・ダニエル・マローニー（米国・ディケーターRC） 

本日の例会 

四つのテスト 言行はこれに照らしてから 1.真実かどうか 2.みんなに公平か 3.好意と友情を深めるか 4.みんなのためになるかどうか 

事務所  〒590-0940堺市堺区車之町西2丁1番30号 ポピア南海3階302号 

Tel（072)223-2300番  Fax(072)223-5005番 

URL     : https://www.sakai-kita.jp/ 

E-mail  ： snrc＠jasmine.ocn.ne.jp 

例会日 毎週金曜日 午後0時30分  

例会場 南海グリル 天兆閣別館 4階「ローズ」 Tel:(072)222-0131番（代表）  

ガバナー(第2640地区)  ： 中野 均 

ガバナー事務所  URL   ： http://rid2640g.com/nakano/  

E-mail ： nakano@rid2640g.com 

会長：木畑 清  幹事：中田 学  広報委員長：米澤邦明  編集者：中川 澄 

第 2640地区 堺北ロータリークラブ週報 

創立 1980年 10月 8日 

〇皆出席表彰（４月度） 

  米澤邦明会員（第８回）  

  中川 澄会員（第１０回） 

〇皆出席表彰（５月度）   

 澤井久和会員（第１０回） 
 
下記例会は定款第 7 条第 1 節（ｄ）（3）の規定
により臨時休会いたしました。 
・3月 6日(金) 「出羽海部屋ちゃんこ例会」 
・3月13日(金) 通常例会 
・4月10日(金) 「ロータリーデー・拡大例会」 
・4月17日(金) 通常例会 
・4月24日(金)  通常例会 
・5月 8日(金)  通常例会 
・5月15日(金) 通常例会 
・5月22日(金) 通常例会 
＊5月1日(金)は定款第7条第1節により休会 
 （年度始まり当初からの休会の予定でした） 

上記は沖縄県うるま市立宮森小学校の手作り看板。

標語にはこうルビがふられている。「コロナはイ

ヤ」。標語を考えたのは先生。新型コロナウイルス

で休校が続くなか4月下旬、教頭先生から先生たち

へ「休校中、子どもたちが見て、楽しく前向きにな

れる、そして学校に行きたいと思えるような立て看

板を作ろう」と提案があり、作られた。 

すごい公式ですね！ 
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               会長 木畑 清 

 

 会員の皆様方、如何お過ごしで

すか。無事を願います。 

今回の例会自粛中 週報 特別号

の会長の時間は、以前例会にご出

席いただき卓話をしていただい

た久坂部羊さんの記事が新聞に

掲載されておりましたので、ご紹介します。 

 

 

              記事：横山由紀子 

 麻酔科、外科、医務官、在宅医療など医師とし

ての豊富な経験を生かし、医療の現場をリアルに

描いた小説を精力的に発表する堺市在住の作家、

久坂部羊さん（64）。がんや認知症、介護など、身

近で切実な問題をテーマに、現在医療の抱える矛

盾や不条理を浮き彫りにし、老いや死のあり方を

見つめている。 

 

 「悲惨な状況で亡くなる患者を診てきています

から、都合よく名医が現れてハッピーエンド、み

たいなきれいごとは書けないですね」 

 久坂部さんが紡ぐ小説は、医療や介護の限界に

も踏み込んだリアルな世界だ。納得のいく治療を

求めて転院を繰り返す末期がん患者と、緩和ケア

を勧める医師との溝を描く『悪医』。また、『老乱』

では、認知症の不安を抱える高齢者と、介護に追

いつめられる家族の実像に迫った。 

 「回復の見込めない患者への延命治療や、終末

期の患者が治療にこだわって体力や自由を奪わ

れるつらいケースもたくさんあります。何もせず

普段の生活を大事にしている方が幸せな場合も

あるのです」と問題提起する。 

 さらに再生医療、遺伝子治療など医学の進歩が

大きく取り上げられることで、「人々の医療に対

する期待値が高くなりすぎている」とも。医学の

進歩は事実だが、万能ではない。「限界もある 

“等身大の医療”を知ることは大切。小説にして

情報提供しているつもりです」 

 

 祖父、父と医師の家系に育ったが、文学を愛す

る青年だった。 

 作家への道を意識したのは高校 2年生の時。テ

ストの勉強をしようと机に向かっていたところ、

長大な小説のシーンが次々と頭に浮かんだとい

う。「高校生の友情をめぐる新奥菜物語で、登場人

物がセリフを言ったり、場面が浮かんできたりし

て、自分でも圧倒されました」 

 作家になりたいと父に相談すると、まずは生活

の安定のために医師になることを勧められたと

いう。医学部を卒業後、麻酔科や外科の医師とし

て働き、33歳から 9年間、外務省の医務官として

サウジアラビアやオーストリア、パプアニューギ

ニアへ家族とともに赴任した。その間も、文芸雑

誌に投稿し、同人誌「VIKING」で活動するなど作

家の道を模索してきた。 

 純文学志向で、文芸誌に投稿するも最終選考止

まりという試練が続いていた 40 歳過ぎに読んだ

小説に衝撃を受けた。「桐野夏生さんや高村薫さ

ん、宮部みゆきさん、東野圭吾さんの小説が、も

のすごく面白くて深みがあったのです。そこで、

エンタメ系に転向しようと考えました」 

 平成 15年、「廃用身」で作家デビューを果たし

た。患者のまひした手足を同意の上で切断し、マ

スコミから告発される医師を描いた作品は話題

となり、以来、医療小説を次々と世に送り出して

いる。 

 現在は週に 1度、検診センターで非常勤の内科

診療を行いながら執筆に専念する生活を送って

いる。「医師の仕事に関わることで、医療現場のフ

レッシュな情報が入手できます」 

 

 今年も、認知症を題材にした小説「生かさず、

殺さず」や、川崎市で実際に起きた川﨑協同病院

事件を材にとった小説「善医の罪」など、新刊が

予定されている。この事件は、患者の気管内チュ

ーブを抜き、筋弛緩剤を投与した医師が殺人罪に

問われた事案で、小説では医師の苦悩や延命治療

をめぐる問題に斬り込む。 

 今後も製薬業界の闇やサイコパスなど、書きた

いテーマが無限にある。 

 17 歳で作家を志し、48 歳でその夢をつかんだ

医師は、60代の今、ますます筆が乗っている。 

     

 

会長の時間  
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「平成の時代を振り返って №20」 

平成 21年 

3月 日経平均株価終値がバブル後の最安値更新 

  で 7,054円 98銭 

5月 裁判員制度開始 

7月 改正臓器移植法成立 

8月 第 45回衆院選で民主党大勝、政権交代へ 

国外 

1月 オバマ米大統領就任 

4月 北朝鮮ミサイル発射。日本上空を通過して 

  太平洋に落下 

10月 オバマ米大統領にノーベル平和賞 

  （主な物故者）忌野清志郎、大原麗子、 

  森繫久彌、古橋廣之進、山城新伍、平山郁夫 

 

平成 22年 

1月 沖縄県名護市長選で辺野古移設反対派の 

  稲嶺進が当選 

3月 外務省有識者委員会 60年安保改定時の核 

  持ち込み日米密約を認める 

4月 橋本徹大阪府知事を代表に地域政党「大阪 

  維新の会」発足 

9月 尖閣諸島付近で中国漁船が海上保安庁巡視 

  船に衝突 

   厚労省文書偽造事件、村木厚子元局長に無 

  罪判決、検事による証拠改ざんが明らかに 

10月 ノーベル化学賞に鈴木章氏、根岸英一氏 

国外 

2月 第 21回冬季五輪バンクーバー大会、日本は 

  銀メダル 3、銅メダル2 

4月 中国青海省で M7.1地震 死者 2700人 

10月 ノーベル平和賞に中国の人権活動家 

  劉暁波氏 

11月 メドベージェフ露大統領が国後島を訪問 

   （主な物故者）藤田まこと、梅棹忠夫、 

     井上ひさし、池内淳子、立松和平 

 

 

 

親睦活動委員会 

 「2019-2020年度 

  最終例会及び親睦家族会(予定)のご案内」 

親睦活動委員長 辰 正博 

 

 年度始めのプログラムでは 6月

13日の予定でしたが、休会が続

いていますので、下記日程に変更

いたしました。 

 新型コロナウイルスに関しまし

ては、状況が日々変わりますので、また変更が

あるかもしれませんが、ご理解いただきまし

て、ご予定いただきたくお願い申し上げます。 

          記 

 日時：令和２年６月２７日（土） 

 受付 午後５時 開会 午後５時３０分 

 場所 ： 南海グリル 東館３階 

 参加者 ：会員・ご家族・ファミリー会員 

 登録料 ：会員１０，０００円 

      家族 ８，０００円 

      小学生以下 無料 

 ☆出欠は 6月 12日(金)までにお返事下さい。 

 

 

 

例会自粛中に事務局へお寄せいただいたメッセ

ージをご紹介いたします。 

  

池田茂雄会員 待っていた「安倍晋三マスク」が 

       やっと届いたよ。二枚ね。 

中田 学会員 那須会員退院されましたが、まだ 

       安静のようです。 

澤井久和会員 5/21事務局に遊びに来ました。 

       メイクアップになるでしょう。 

米澤邦明会員 皆さん、お元気ですか～ 

藤永 誉会員 あまりにも痛かったので病院に 

       行ってきました。 

       五十肩と診断されちゃいました 

       四十肩ちゃうんかなぁ？ 

       ショックでした。 

       那須さんお帰りなさい！ 

池永隆昭会員 5/21 事務局に遊びに来ました 

 

 

 

（１）臨時理事会開催のお知らせ 

 理事役員の皆様、下記の通り臨時理事会を開催

いたしますので、恐れ入りますがお集まりくださ

いますようお願いいたします。  

委員会報告 

ニコニコメッセージ 

幹事報告 
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  開催日：令和２年５月２９日(金)１３：００～ 

  場 所：事務局 

（２）ＲＩ理事会決議報告を受けて次年度のため

の地区協議会は下記の通りとなりました。 

 ●６月２８日(日)開催 

 2020～2021 年度のための地区研修・協議会は、 

 資料（冊子）配布 ／ 映像（オンライン） 

（３）堺南ロータリークラブより 

  令和 2年「紙飛行機競技大会中止」のご連絡 

 平素より弊クラブの運営に多大なる御指導と

御協力を賜り、誠にありがとうございます。 

 さて、例年 6月に大泉緑地公園にて開催してお

ります「紙飛行機競技大会」ですが、新型コロナ

ウイルス感染症の拡大防止、並びに参加者の皆様

の健康・安全面を考慮し、今年度の同競技大会は

中止と致します。 

 施設児童との再会とふれあいを心待ちにして

おりましたロータリアンの皆様には、大変申し訳

なく、心苦しい限りですが、事情ご賢察の上、ご

理解賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

◆岸和田市報道提供資料より 

南海シャフト(株)と(株)岸和田ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞから 

岸和田市へマスクをご寄附いただきました 

<概要> 

 5月1日（金）、南海シャフト(株) <代表取締役 

池永隆昭会員>と(株)岸和田ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞが岸和田

市を訪問し、新型コロナウイルス対策として役立

てて欲しいと岸和田市へマスク 10,000枚を寄附し

ていただきました。 

<詳細> 

 新型コロナウイルス感染拡大を受け、南海シャ

フト(株)と(株)岸和田ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞは、市役所窓口

等で多くの市民と接する職員の感染拡大防止のた

め役立ててほしいと、マスク 10,000枚を岸和田市

へ寄附していただきました。 

<寄附の内容> マスク 10,000枚 

 

 

 

 

 

 

        「新型コロナウイルス.一言」 

                             会員 池田茂雄 

 

 今年 1 月に我が国で初の感染者が

確認された新型コロナウイルスは、

その後において拡大を続け、今や世

界中で猛威を振るっております。感

染すると命を奪われかねない危険

性のある恐ろしいウイルスなのです。特に私は高

齢者 84歳なので、「3密回避」を守り注意に注意

をかさねながら、いつもマスクと共に過ごしてお

ります。このウイルスは、感染しても自覚症状が

表れない厄介なウイルスなのです。 

そこで、感染症状の目安として、次の 3項目が厚

労省より示されております。このうち、一つでも

気になる場合には、係り付け医師などで早目に診

察を受けましょう。早期発見は、他人への感染防

止にもつながりますし、自分自身の身も守れます。 

（1）息苦しさ、強いだるさ、高熱などの強い症状、

いずれかがある 

（2）高齢者や基礎疾患がある人など重症化しや

すい人で、発熱やせきなど比較的軽い風邪の症状

がある 

（3）上記以外の人で、発熱やせきなど比較的軽い

風邪の症状が続く 

            

            「ツイッター ・ 一言」 

                会員  池田 茂雄 

 

「Ikeda Shigeo Twitter」好評の一言を紹介しま

す。 

「第六感」とは、「物事の姿を鋭く感じ取る心の働

き・ひらめき・かん」のことである。人は「視覚・

聴覚・臭覚・味覚・触覚」という五感で物事を感

じ取っている。これに含まれない直感のことを第

六番目の感覚として「第六感」と呼んだのだ。 

さて、世界中を恐怖に落とし入れた新型コロナウ

イルスの猛威、少しは明るさも見えてきた感じが

します。これから先どうなる、皆さんのひらめき

は？ （1）ワクチン開発はいつ頃（私・12 月末

迄に完成）。（2）来年のオリンピック開催の有り無

し(私・有り)。皆さんの「第六感」はどうですか。 

そ の 他 

I serve ご紹介 


