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THE ROTARY CLUB OF ENGARU, AREA 4,RID2500

第２９８１回 例 会 記 録
日時：2020年11月

5日(木)12:30～
会場：ホテルサンシャイン２Ｆ
司会：乾
淳 ＳＡＡ

2020年11月12日(木) 12:30～

委員会担当例会
会員組織委員会

★開 会 点 鐘 ：島田 光隆 会長
★国
歌：君が代
★Ｒ ソ ン グ ：奉仕の理想
★四つのテスト：本間 克明 君

2020年11月19日(木) 18:00～

夜間 例 会

親睦活動委員会

◇本日のゲスト／ビジター

J A 遠 軽 厚 生 病 院 院長 稲葉 聡 様①
地区ライラ委員長 山市 喜雅(紋別港RC)君

会長報告

島田

光隆 会長②

皆さん こんにちは。昨日は、遠軽町の保健福祉
総合センターげんき21にて「遠軽町功労者表彰式」
が開催され、遠軽ロータリークラブを代表して出席
して参りました。遠軽町功労者としては、自治功労
4名、社会功労5名・11法人・1団体、消防功労9名が
表彰されました。佐々木町長から授与されたのはこ
ちらの立派な表彰状と記念品として今は亡き滝錬太
郎氏由来の「半抽象的父母子像」の一体です。
当クラブは道の駅遠軽 森のオホーツクの施設内
にタッチパネル式の総合案内板1台を寄贈したこと
に対し、社会功労として表彰されたものです。
ロータリークラブ関係としては、遠軽電機㈱さ
ま、遠軽舗道㈱さま、北海電建㈱さまと、遠軽信用
金庫、個人では金谷会員が、社会功労として表彰さ
れておりますのでご紹介させていただきます。
本日の例会プログラムはゲスト卓話として、遠軽
厚生病院の稲葉院長にご講演いただくこととなって
おります。遠軽厚生病院は遠軽町に住む人々や周辺
市町村の住民にとってとても大切な基幹病院であり
無くてはならない存在です。
これからも遠紋地区の地域センター病院として、
また、幅広い診療科目の総合病院として未来永劫こ
の地に存続し続け我々の健康を見守っていただきま
すようよろしくお願い申しあげます。
稲葉院長におかれましては、本日、たいへんお忙
しいところ時間を作っていただき誠にありがとうご
本日のプログラム
ざいます。心から感謝申しあげたいと存じます。本
日はどうぞよろしくお願いいたします。

幹事報告

高井 一博

幹事

1．理事会報告 a 11月の例会プログラム
5日 ゲスト卓話／ 12日 会員組織委員会
19日 夜間例会
／ 26日 会員卓話
b 遠軽小学校開校120周年記念事業に1万円寄付
c 職業奉仕委員会による被表彰者について
→遠軽高等学校吹奏楽局顧問 高橋利明先生。
d 週刊ふぁみりー新年増刊号広告について、
2021新年増刊号広告欄に会員全員名掲載。

e

｢コロナ警戒ステージ2｣引上によりクリスマ
ス家族会開催は状況に応じ対応。
f IM実行委を藤田G補佐と連携し年内立上げ。
２．RI日本事務局より、ロータリー財団月間と
“End Polio Now”に係るリソースの案内。
３．地区G事務所より、11月28日、2020-21財団
セミナー及び米山セミナーZOOM開催案内。
４．今月のロータリーレート＝104円/＄。

委員会報告

◇山市喜雅 地区ライラ委員長

次年度も同委員長を拝命いたしました。今年度
開催できなかった「ライラセミナー｣は次年度へ
繰越、引き続きご協力をお願いします。

◇木村

一則 親睦活動委員長

・今月の結婚記念日、おめでとうございます。
乾
淳君⑦ 高井一博君⑤ 木村一則君④
黒坂貴行君⑥
・今月の誕生日、おめでとうございます。
④
遠藤利秀君③
木村一則君④
【名前等後の○数字は写真の中の番号】
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本日のプログラム

ゲスト卓話
コロナ禍における地域医療
JA遠軽厚生病院

院長

稲葉

聡

様①

2018年8月に、遠軽厚生病院院長に就任しまし
た。私は釧路生まれで、中学卒業まで釧路で過
ごしました。平成9年に遠軽に赴任し、24年目を
迎え最も長く生活し、住み慣れた土地となりま
した。
さて、昨年末に中国武漢から発生した新型コ
ロナウイルス感染は日本全国に広がり、北海道
の一地方病院である当院へもその波は襲ってき
ました。2月に北見市で展示場クラスターが発生
し、当院へ初めて新型コロナウイルス感染症の
患者さんが入院しました。その後も新型コロナ
ウイルス感染症に対応しているなか、4月中旬に
衝撃の”院内感染“を経験することになりました。
当院の院内感染は、職員12名・患者5名で合計17
名に及びました。
また、当院退院後に発症した患者さんが生活
する近隣の障がい者支援施設にも感染が波及し
てしまいました。
対面の外来診療は電話診療に切り替え、新規
の入院・予定手術・リハビリは休止しました。
救急車の受入れも制限しましたが、重症患者は
感染対策を万全に行いつつ受入れました。緊急
を要する手術にも同様に対応しました。発熱患
者は隔離することを目的に、地下に発熱外来を
設置しました。地域唯一のセンター病院として
の役割を最低限果たしつつ、院内感染の収束に
努めました。
感染を広げないよう一患者・一行為毎に個人
防護具（PPE）を取り換えて対応しました。そ
の都度個人防護具（マスク・フェイスシールド
・袖付きエプロン・手袋）をつけて働く看護師
には頭が下がりました。不足する医療資源のな
か、袖付きエプロンやフェイスシールドも職員
総出で手作りしました。【写真】
その甲斐あって、5月初旬以降院内感染者は発
生せず、6月5日に終息宣言を出すことができま
した。この間、たくさんの応援メッセージや物

出席報告

例会日

資をいただきました。院内感染と闘う我々にと
って大変大きな力になりました、心からお礼申
し上げます。
当院は感染症指定病院であり、今後も新型コ
ロナウイルス感染症の患者さんを受入れ治療に
あたる所存です。
当院は災害拠点病院であり、また救急医療を
担 う 地 域 セ ン タ ー 病 院 で も あり ま す 。年 間 約
1,000件を超える救急搬送に応ずるべく医療レベ
ルを維持しながら、遠紋地区の地域医療を守る
砦として存続できるよう努力を続けていきたい
と思っています。

ニコニコＢＯＸ 木村 一則 親睦活動委員長

乾
淳君
高井一博君
木村一則君
黒坂貴行君
遠藤利秀君

結婚記念日
5,000円
結婚記念日
5,000円
結婚記念日・誕生日
10,000円
結婚記念日
5,000円
誕生日
5,000円
2020-21年度合計288,000円
☆閉会点鐘：島田光隆会長☆今月会報担当：張江紀代美委員

会員 出席計算 出席者数 メイク 出席率 無断欠席
数 会 員 数
アップ

須藤順一
10月29日 42
出席委員長④ 11月 5日 42
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39
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東海林勉 黒坂貴行
遠軽ロータリークラブ www.engaru-rc.com
2020-2021年度 国際ロータリー
会長：島田光隆
副会長：渡辺政俊
会長：ホルガー・クナーク(ドイツ)
会長エレクト
：
本間克明
幹事：高井一博
第2500地区ガバナー 松田 英郎(富良野ＲＣ)
会計：木村一則
ＳＡＡ：乾
淳
第4分区ガバナー補佐 藤田 礼三(遠軽ＲＣ) 直前会長：渡辺 勉 事務局員：岡本奈津美

◇1959年9月12日創立 1959年11月7日認証
【事務局】〒099-0415 北海道紋別郡遠軽町岩見通南２丁目 遠軽商工会議所内
Tel 0158-42-5201 Fax 42-5134 E-mail：info@engaru-rc.com
【例会場/日】北海道紋別郡遠軽町大通北１丁目 ホテルサンシャイン Tel 015842-1151 毎週木曜日12:30～13:30 ＊第3木曜日は夜間例会 18:00～(19:00)

