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山谷会長メッセージ 

北海道で緊急事態宣言が発出されたため、例会のお

休みが続いています。今年度の例会も残り少なくなりま

したが、再開できるまで『なごやぎ通信』を通して情報を

発信していきます。 

 さて今月 10 日、世界遺産委員会の諮問機関は、「奄美

大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」について、世界遺

産一覧表への記載が適当と勧告しました。この 7 月には

世界遺産への登録が正式決定される見通しと報じられ

ています。正式登録となれば、日本の世界遺産としては

24件目（世界自然遺産では 5件目）となります。 

 ところで、日本にはもう一つ世界遺産登録候補がある

のをご存知でしょうか。「北海道・北東北の縄文遺跡群」

です。現在のところ日本の世界遺産暫定リストには 7 件

の記載があり、そのうち「奄美大島～」と並んで世界遺産

委員会に推薦されているのがこの「北海道・北東北の縄

文遺跡群」です。 

 北海道、青森、岩手、秋田の 4道県にまたがる 17の遺

跡群で構成され、縄文時代の人々の生活と精神文化を

今に伝える文化遺産です。北海道には函館市の「垣ノ島

遺跡」、伊達市の「北黄金貝塚」などがあります。 

 こちらについても間もなく登録の可否が決定する予定

です。めでたく登録となれば地域の魅力を発信する絶好

の機会となり、コロナ終息後には足を運ぶ人も増えるで

しょう。今後のニュースに注目したいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「我社のコロナ対策」 

本間 良二 ロータリー情報委員長 

（コンチネンタル貿易株式会社） 

中国武漢市から世界中に広まったコロナ禍は、もうか

れこれ 1年半近く続いている。昨年 1月 20日以降武漢

市を皮切りに、次々と都市封鎖され、感染者や死者数が

増加していく中国の状況をテレビニュースで見ていたが、

当時はまだ日本国内においてそれほどの危機感は無く、

2 月上旬に発覚した屋形船クラスターや同時期に発生し

たダイヤモンドプリンセス号の集団感染など世間を騒然

とさせたものの、一部の研究者や専門家を除き政府やマ

スコミ、日本国民の多くが対岸の火事のごとく感じてい

たではないかと思う。1月 25日から始まった春節（旧正

月）大型連休で既に新型肺炎が慢延していた武漢市を含

め中国全土から数百万いや数千万人の中国人が世界中

に散らばってしまっていた。1 月 27 日から中国政府は

海外への団体旅行を禁止したが後の祭りである。それで

も日本国内での危機感はまだ小さく、マスクや防護服を

中国の姉妹都市に対して緊急空輸で支援する自治体や

企業が多々あり、余裕がある（つもり）状態だった。しかし

その 1～２か月後には日本国内の市中店頭からマスクが

消え、医療機関でも防護服が手に入らない状況となった。 

昨年 1月28日、札幌市内で最初に確認された感染者

は、やはり武漢市からの観光客であった。2 月 4 日から

始まる雪まつりの直前である。「これはかなりまずいこと

になりそうだな」と思い、その日のうちにドラッグストア

にマスクと消毒用アルコールを買いに行く。その時はま

だかなり在庫があったので、50枚入りマスク 10箱とア

ルコールジェル 10本を購入、会社に持っていったが、社

員から「社長、心配し過ぎでは？」と半分揶揄された。し

かしその数日後、札幌市内からはマスクが消え、「マスク

入荷未定」の張り紙が張られていたのを覚えている方も

おられると思う。 

その後雪まつりが終わり多くの中国人観光客が帰った
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後、いわゆる「雪祭り由来」といわれる札幌をはじめ北海

道全域が新型コロナ感染第一波に見舞われ、2 月 28 日

には日本で初めて北海道独自の緊急事態宣言を発出し

たのはまだ記憶に新しい。 

さて、新型コロナ感染防止対策は、接触感染や飛沫感

染防止の観点から当初はインフルエンザ対策と同様に

「マスク着用」「手洗い」「うがい」が推奨された。マスクに

ついては無残に失敗した「アベノマスク」が話題となった

が、顎を出しながら意地になって着けていた安倍前総理

を思い出す。 

また手指や手に触れる物の消毒用にアルコール

(70％前後)の他、次亜塩素酸水、電解水などが一時使

われたが、後者 2 つは製造後の使用期限の問題や効果

についてのエビデンスが少なく、現在はほぼ使われなく

なっている。また飛沫感染防止用のフェイスシールドやマ

ウスシールド（効果は限りなく０）がマスク替わりに出回り、

店舗や飲食店、オフィスではビニール製遮蔽幕やアクリ

ル板の設置が当たり前となった。一方、流行語ともなっ

た「ソーシャルデスタンス」や「三密」回避という観点から、

仕事は「オンライン」で「テレワーク（リモートワーク）」、会

議や打ち合わせは「ズーム」で「リモート会議」などという、

私のようにガラケーを手放せない団塊世代にはなかな

か対応が難しい昨今である。 

とは言いつつ、当社ではかなり早くから社内や所有ビ

ル内の感染防止対策に取り組んできたのではないかと

自負している。まず昨年2月の北海道単独緊急事態宣言

の時から下記のような対策を講じてきた。 

(対策その１) マスク着用の徹底を図った。当時マスク

が手に入りにくかったとき中国の取引先から 2 千枚

のマスクの寄贈があり、社員や当社テナントに無償で

配り、さらに社員やテナント用に５千枚を注文する。こ

れは有償だったが、当時の市中価格（ネットでは 80

～100 円/枚）の半額で仕入れることができた。また

ビル出入り口全てに、入館の際のマスク着用義務を

掲示した。 

（対策その２）事務所の入口のみならず、所有ビルのロ

ビーやエレベーター前には、消毒用アルコールを設置

した。当時は市中でアルコールが手に入りにくく、高

いネット販売のアルコールでしのがざるを得なかった。 

（対策その３）事務所内の向かい合ったデスクには飛沫 

防止のためのアクリル板を設置した。 

（対策その４）全てのトイレのエアータオルを止め、ペー

パータオルに置き換えた。掃除のおばさん方の手間と

ごみは増えたが。 

（対策その５）エレベーター内の 3 密を避けるため定員

15 人のところ 5 人までとし（エレベーター内床に 5

人分の足跡パネル）、エレベーター内での会話を控え

る旨の要請文を掲示。 

（対策その６）いち早くテレワークを取り入れ、出社率を

50％まで下げたが、職種によっては実施困難である

し、行政から要請されている 70％は無理である。ま

た 5 台ほどある社有車の相乗り通勤と時差出勤を奨

励し、市中感染リスクを下げる取り組みを図り、現在

も継続中である。 

（対策その７）社員やその家族に体調不良者が出たり、

社員やその家族がコロナ感染者や濃厚接触者、その

疑いある人と接触したようなときは、ただちに PCR

検査（会社負担）を受けるよう指示し、状況によっては

保健所の指示がなくても自宅待機を命じた。 

以上の対策を、昨年春先の早い時期から 1年半近く継

続してきたこと、そして社員の辛抱と協力のお陰で、社

内から一人の感染者も出すことなく今日に至っている。

もちろん、これらの対策は今でこそ当たり前になってい

るし、さらに厳しく対策をされている会員企業もあると

思う。 

しかし現在札幌市内の感染者は増加の一途をたどり、

5 月 13 日時点では 499 人/日という大変な数字とな

った。北海道にも遅すぎる緊急事態宣言が発出されたが、

その内容といえば、「運動会や部活ダメ！飲食店はアル

コール無し 8 時迄！百貨店は食品・日常生活品売り場以

外休業！美術館など公共施設休館！等々としながら、イ

ベントは感染対策をしたうえで観客収容 50％以内

5000 人まで！という全く訳のわからない基準だ。一部

業界とオリンピックに対する忖度以外に何物でもない。 

結局、基本は自己防衛しかない。会員各位に於かれて

は、感染防止対策と健康に充分留意され、ワクチン接種

までぜひ頑張っていただき、コロナ収束後（「終息」後ま

では待てない）は皆で大いに美酒をかわしたいものであ

る。  
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「銀座の教え」 

稲津 亘 プログラム委員長 

これだけ自粛生活が続くと気持ちも滅入りますが、皆

さんはいかがお過ごしでしょうか。 

そうした中、再び「なごやぎ通信」を発行することにな

り、僭越ながら投稿させていただきます。広報委員長よ

り、この「なごやぎ通信」は肩の力を抜いた内容でもいい

とのことなので、少々（いや、結構）力を抜いて執筆させ

ていただきますのでご了承ください。 

皆さんもそうでしょうが、ススキノにはしばらく行って

いません。ましてや「接待を伴う飲食店」で素敵な女性た

ちとお話ししたのはいつだったか思い出せないくらいで

す。コロナが落ち着いて（いつになるやら）、そういう店に

行けるようになっても以前のように上手に会話ができる

か心配です（笑）。そこでふと思い出したのですが、私

2013-2014 に親睦活動委員長を務めていまして、と

ある夜間例会で銀座のママをお呼びして「銀座の教え」と

いう演題でご講演いただきました。その教えの中でも特

に印象的だった銀座でモテる暗黙の「七つのルール」を

ご紹介させていただきます。 

1. 他の人に譲る 

（忙しくなったら入店順に席を空けるなど。） 

2.空きそうなボトルは入れて帰る。 

3.同伴する時は入店時間を気にしてあげる。 

4.アフターは方向が一緒なら送る。 

そうでなければチケットをさりげなく渡す。 

5.誕生日や周年にはシャンパンかワインを。 

6.お気に入りの女性以外にも優しく 

（お気に入りには特別に。） 

7.男性スタッフにも声をかけ、時には飲ませる。 

だそうです。 

「そんなこと当たり前だろ！」とか「何を書いているん

だ！こいつは！」とかお叱りを受けるかもしれませんが、

温かい気持ちとなごやぎの精神で大目に見ていただけ

たら幸いです。 

そして一日も早く愛するススキノに再び明かりが灯り

ますように！ 

 

 

 

 

社会奉仕委員会 

福祉ボランティア団体に支援金を贈呈 

滑川 眞永 社会奉仕委員長 

令和２年９月に実施しました会員向けアンケートにより、

会員推薦の団体へ支援金贈呈を予定しておりましたが、

新型コロナウイルス感染拡大防止により令和３年５月１０

日の例会が休会となりました。急遽、福祉ボランティア団

体の代表をパークホテル３階の高砂の間にお招きして、

支援金を贈呈いたしました。支援金を贈呈した３団体の

事業概要（抜粋）は、次のとおりです。 

 

 

 

●一般社団法人 札幌市手をつなぐ育成会 

代表 長江 睦子氏 （福山会員推薦） 

知的ハンディキャップを持つ本人と家族のために

活動している会。昭和 34 年から活動していて、

2019 年 6 月 1 日現在 会員数 1,276 名（正会員

1,183 名 賛助会員 93 名）。運営資金は、会費と札

幌市・AIG損害保険とタイアップして「生活サポート総

合補償制度」

の保険をとお

して、知的障

害児者や自

閉症児者の

暮らしを支援

する事業を行

っています。 
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●公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・ 

チャリティーズ・ジャパン 

 さっぽろハウスMGR 福原 洋勝氏 （堀元会員推薦） 

病気の子どもとその家族が利用できる滞在施設で

す。さっぽろハウスは、道立子ども総合医療・療育セ

ンター他に入院または通院している 20 歳未満の患

者と付き添い家族が対象です。東京本部の寄付金か

ら施設の建築資金が充てられていますが、施設運用

資金はさっぽろハウスの努力で集められています。宿

泊費 1 泊 1000 円の低料金の為、年間収入が約

400万円し

かなりませ

ん。運営資

金約 1600

万円は地元

の寄付金で

成り立って

います。 

 

●スタイリスト事務所 スプートニク 

代表 石切山 祥子氏 （池田会員推薦） 

車いす生活の男女のための結婚式衣装・お洒落外

出着をデザインして提供しています。車いすの花嫁に

ウエディングドレスを着せたい、楽しむことを諦めな

い生活して貰いたいとその強い思いからお洒落で着

やすいド

レスをデ

ザインして

います。 

昨年当クラブが支援した「スポットウォーキングさ

っぽろ」の平間代表とコラボして車いすのファッショ

ンショーを開催、コロナ禍においては、車いすドレスシ

ョーを配信

ライブ、４月

７日の朝７

時 ４ ５ 分

NHK で 紹

介されまし

た。 

 

 

 2020-2021年度 

国際ロータリー第 2510地区 地区大会 

 2021 年 5 月 16 日(日)に札幌パークホテルにて

国際ロータリー第 2510 地区地区大会が開催されま

した。今年度はコロナ禍においてオンラインでの開催

となり、当クラブでは 3階「高砂」から Zoom接続し、

13 名で参加致しました。地区大会の YouTube 再生

回数は、メインチャンネルで 2,000 回を超え、サブチ

ャンネルも人気で再生回数が 1,000 回を超えたよう

で、今までにない取り組みでしたが、成功裏に終わり

ました。 

 

 

 

 

 

2020-2021年度 

新旧合同クラブ・アッセンブリー開催 

 2021年 5月 17日(月)に札幌パークホテル 2階「パ

ールルーム」において、新旧合同クラブ・アッセンブリーを

開催致しました。コロナ禍において密を避けるため、社会

国際奉仕部門、クラブ奉仕部門に分け、人数を分散して

開催致しました。各委員長から、今年度の活動報告を発

表頂き、次年度委員長への引継ぎを行いました。 

 

 

 

ニコニコ BOX 

●池田 達昭 会員より (5月 17日にいただきました) 

お誕生日のお祝いをいただきました。 

ありがとうございました。 


