
調しています。

　灰白質の減少は特に、脳の嗅覚領域で顕著で、

ウイルスがこの領域を直接攻撃するのか、それと

も新型ウイルス感染者が嗅覚を失ったことで嗅覚

領域が使用されなくなった後、細胞が死滅するの

かは不明だそうです。また新型ウイルスのすべて

の変異株が、このような損傷を引き起こすのかど

うかも分かっていません。しかし今後の変異株が

以前のアルファ株のように脳にダメージを与える

可能性は否定できませんので、できるだけ予防接

種はする方がベターのように思われます。

　ゼロコロナ政策を中国政府が掲げたため、上海

市はロックダウンしましたが、日本の政治判断も

臨機応変に対応していく必要性が、コロナ禍では

求められているのではないでしょうか。Withコロ

ナという言葉が適切かどうかは分かりませんが、

社会経済とコロナの感染者数は、経済を大きく回

せば回すほど増加するでしょうが、感染症分類の

２種とか５種とかに区分することなく、インフル

エンザと同等の扱いで、国費で治療やワクチン接

種ができるように、感染症法の改正を早急にして

ほしいものです。ただ国会の予算委員会を見てい

ると、DX（デジタルトランスフォーメーション）

とか密にならないという言葉は死語に近いと思え

る状況で、「我が身を省み、隗より始めよ」と思

う状況です。岸田総理には、新型コロナ感染症対

策やロシアの侵略戦争など多くの課題が山積して

いますが、日本の発展と平和に是非とも頑張って

ほしいと思います。
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◆  会 長 時 間  ◆ 梶本会長
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Club of Hiroshima West

「新しい風と微笑みを」本年度会長テーマ

「奉仕しよう  みんなの人生を豊かにするために」RIテーマ

「母 子 の 健 康 月 間」

　　　　　　　　　　４月18日時点ですが、広島

　　　　　　　　　県の新型コロナ感染症のレベ

　　　　　　　　　ルは２（一般医療及び感染症

　　　　　　　　　への医療の負荷が生じ始めて

　　　　　　　　　いる）ですが、感染者の傾向

　　　　　　　　　を検証してみますと50歳以下

の感染者が多数を占めています。特に、若年層に

感染者が広がっているのは、オミクロン株の感染

率が従来型に比べて感染力が強いのと接種率の低

さのせいだと思われます。

　ファイザーやモデルナのワクチンを２回接種し

た人の重症化防止効果は、感染予防や発症予防の

効果ほど低下しないとされてます。３回目接種を

することの副反応と重症化予防効果を天秤に比べ

てみますと、やはり接種をした方がいいようです。

　英国のオックスフォード大学ウェルカム統合神経

画像センターのグウェネル・ドゥオー教授は、「私

たちは主に軽度の症状について研究していたので、

患者と非感染者を比較した時に、脳に幾らかの差

異が実際に生じたことや脳の変化の度合いを見るこ

とができたのは、かなり意外だった」と学術誌

「Nature」に掲載しています。軽症の場合でも、

脳全体の大きさがわずかに縮小し、嗅覚と記憶に

関連する部分の灰白質が減少していたそうです。

（灰白質とは中枢神経系の神経組織のうち、神経細

胞の細胞体が存在している部位のこと）しかし研

究者らは、この変化が永続的なものかどうかは分

からないものの、脳は回復する可能性があると強

かいはくしつ



　

　　カウンセラーは、次年度米山奨学委員長の

　吉田 浩章君が務めます。

国際大会について

　　国際交流・姉妹クラブ友好委員会として、本

　年開催の国際ロータリーの大会について、例会

　場での報告が委員会事業としてあります。

　　割引申込期間はすでに終了し、後はオンライ

　ン登録のみが６月８日まで認められているよう

　です。なお大会登録費用は、ロータリー会員の

　場合675ドル、31才以上の同伴者も675ドルと

　のことのようです。大会は、６月４日から８日

　まで、米国テキサス州ヒューストンで開催され、

　会場は原則としてジョージRブラウン・コンベ

　ンションセンターのようです。

　　因みに2023年はオーストラリアのメルボルン

　で、５月27日〜31日の間で開催される予定で

　す。

　　次週卓話は15分延長となっております。

　 新会員候補者の照会を配布しておりますので、

　 よろしくお願いします。

　 広島14RC合同懇親ゴルフ大会の参加者に組み

　 合わせ表を配布しておりますので、ご確認くだ

　 さい。

　　2022学年度米山奨学生

グエン テイ ミー フエンさんのご紹介

　○ 氏　　名　グエン＝テイ ミー フエン（ファー

　　　　　　　ストネームのフエンで呼んでほし

　　　　　　　いそうです）

　○ 生年月日　1995年10月25日

　○ 出　　身　ベトナム　タイニン市

　○ 出 身 校　ホーチミン師範大学 2019年8月卒業

　○ 在　　籍　YMCA専門学校 言語コミュニケー

　　　　　　　ション科　2024年3月卒業予定

　　将来はホテル業務を通して、日本のおもてな

　しの心をベトナムの人々に伝えるとともに、日

　本とベトナムの国際交流に貢献したいそうです。
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松岡（輝）幹事会務報告

プログラム・出席委員会　　　

米山奨学委員会　　　新原理事

本　日（４月21日・木曜日）

　会員数　86名　　出席者　71名

　欠席者　15名　　ご来客　 0名

　ご来賓　 0名　　ゲスト　 1名

　　　　　　　　　　 計　　72名

　4週前の例会2022年3月17日・木曜日

　　　　　出席率　100％

片山委員長出席報告

プログラム・出席委員会

委員会報告

国際交流・姉妹クラブ友好委員会　小田委員長

ロータリー財団「ポール・ハリス・フェロー」

認証状及び襟ピンの伝達

隅田　高士 君

米山奨学生カウンセラー委嘱状伝達 吉田（浩）君

グエン テイ ミー フエンさん挨拶



　 長谷川（行）君（自主申告・金一封）

　 　経済レポート（４月12日付）に弊社のこと

　 が掲載されました。

　 　「コンクリート二次製品製造等を手掛ける株式

　 会社ナガ・ツキは、２月に女性社員向けの「ネ

　 イル手当」、３月に男性社員向けの「ネクタイ

　 手当」を創設。斬新な社員サービスで、福利厚

　 生の充実と更なるモチベーションの向上を図

　 る。同社には従来から「親孝行手当」「車紹介

　 手当」等、さまざまな社員サービスが存在す

　 る」と、紹介されました。

　 梶本会長（自主申告・トリプル）

　 　４月17日のTBS「坂上＆指原のつぶれない

　 店」で義理の息子のパン屋、トリュフベーカ

　 リーが紹介されました。広尾・三軒茶屋・門前

　 仲町・軽井沢・有楽町・新橋で白トリュフの塩

　 パンを販売し話題を呼んでいて、１日1，500個

　 売れる行列ができる店です。木村 拓哉や大泉 

　 洋など芸能人御用達の店として放映されまし

　 た。

　 　本業は、楽天で「ハイ食材室」という輸入食

　 材を販売していますが、こちらも好調のよう

　 です。娘がお金持ちになり、小遣いをくれる

　 ようになることを楽しみにしています。

　広島西RCのリニューアルしたHPを紹介する前

に、HP内のニュースにYouTube動画をアップし

ていますし、新しく広島西RCのFaceBookアカウ

ントを作成しましたので、それらSNSの話を少し

したいと思います。
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（12名）

創業月おめでとうございます。

井原君  （医）井原クリニック

川西君  ㈱トータテホールディングス

福田君  （医・社）メリィホスピタル

大植君  大植法律事務所　   南條君  南条工業㈱

山縣君  ㈱ニシヒロ　　　 

隅田君  ㈱KRC 広島西支社

瀬﨑君  広島電鉄㈱　   　  田原君  ㈱タハラ

吉井君  ひろしんビジネスサービス㈱

川村君  アールジェイ㈱

田島君  広島アルミニウム工業㈱

三浦君（Ｓ56年）　 松岡（幹）君（Ｓ57年）

香川（基）君（Ｈ08年） 　井下君（Ｈ24年）

中村（光）君（R 02年） 

（５名）

ご入会記念月おめでとうございます。

会員記念日

SNS と
  HPリニューアル
　会報雑誌・広報委員会
　 委員長　土 井  英 幹 君

卓　話卓　話

スマイルボックス S A A  大植副委員長

日本でよく利用されているSNS

それぞれに特徴があります。

● 短文SNS（例：Twitter）世界3.3億人
● 日記SNS（例：Facebook）世界29.1億人
● チャットSNS（例：LINE）世界1.9億人
● 写真SNS（例：Instagram）世界10億人
● 動画SNS（例：Youtube）世界20億人
● 音声SNS（例：Clubhouse）
● ライブ配信SNS（例：Pococha）
● 質問SNS（例：ヤフー知恵袋）



　HP内のYouTube動画（委員会事業）を観てい

ただきましたが、全国各地のRCが「委員会事業」

はもちろんのこと「ロータリーとは？」とかRC

の生い立ちを落語で紹介したりしています。

　ユーチューブを観るだけで、RCの勉強ができ

るのです。これを機会にSNSに興味を持っていた

だき、より豊かで楽しいロータリーライフを満喫

していただければと思います。
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例会日・木曜日  12:30〜13:30

例会場・ANAクラウンプラザホテル広島

会　長　梶本　政明

幹　事　松岡　輝明

事務所・〒730-0011  広島市中区基町6-78
　　　　リーガロイヤルホテル広島13F
　　　　TEL 082-221-4894・FAX 082-221-4870
　　　　E-mail：hwrc@godorc.gr.jp
作　成・会報雑誌・広報委員会

広島西ＲＣ 検索

日 時 テ　　ー　　マ

5/12㈭

「2022年第８回スペシャルオリンピックス
日本夏季ナショナルゲーム・広島大会開催
にあたり、スペシャルオリンピックスとは」

　　NPO法人 スペシャルオリンピックス日本・広島

　　　　　　　　　　　　理事長　崔　希美 氏
さい ひ  み

卓話予告

ツイッターのアカウント

ツイッター

ユーチューブ

インスタグラム

ヤフー知恵袋

フェイスブックでの広島西RCのアイコン

フェイスブック

29.1億人のユーザー数を誇る世界一のSNS

ライン

（9000万人）


