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ガバナー 大谷 光夫 

日頃はロータリー活動にご尽力賜りありがとうございます。 

この度、新型コロナウィルス対応につきまして、石本地区

危機管理委員長より月信号外として時系列表にまとめていた

だきました。 

EU のある首脳は、これは戦争状態であるので国民 1 人 1 人が危機感を持ってほし

いと訴えています。 

ロータリーの重点項目のひとつに「疾病との闘い」があります。 まさに今がその時

だと思います。

まずご自分から、ご家族から、事業所の皆さんから気をつけていただくことが

「闘いに勝つ」唯一の方法ではないでしょうか。

石本地区危機管理委員長がお示しになられた月信号外を参考にして、これからの行動

指標にしていただければ幸いに存じます。 
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新型コロナウイルスに対する
緊急中間報告及び対応策 

2020年3月15日 

国際ロータリー第2560地区
2011～12年度 ガバナー 

2016～21年度 危機管理委長 

石本隆太郎 

1・ ３月13日の新聞テレビ報道で、世界保健機関（WHO)は3月11日の記者会見において、感染が世界中で

拡大している新型コロナウイルスについて「パンデミック（世界的大流行）と見なせる。」 と表明 

2・  2月25日付で、国際ロータリー日本青少年交換多地区合同機構（RIJYEM)は、地区ガバナー、及び地

区危機管理委員長、地区青少年交換委員長宛「COVID-19（新型コロナウイルス）対応について」と

いう文書を発信。RIJYEM地区危機管理支援委員会決定事項（2020年2月21日）として、 

（1） 学生・生徒の安全確保についての基本指針

（2） 会議・行事の開催についての方針

「RIJYEM関与の会議・行事について、2020年6月30日まで開催を自粛」の通達を出した。 

3・ 2月27日付で、RI2560地区、大谷光夫ガバナー、佐藤 真ガバナーエレクト連名の文書が発信され、 

「新型コロナウイルス緊急対応の件」という内容で、地区運営の在り方についての方針が示された。

併せて、地区内各クラブの例会、理事会、各委員会等の諸活動については、クラブ会長の判断での 

適時実施と、実施の場合、マスク、アルコール消毒、手洗い等の予防を徹底するよう要請された。 

4・ まさに、9年前のリーマンショック、東日本大震災以来の「国難」の始まりであり、危機管理委員長 

として今後の対応策の参考とするため、年初以来の「新潟日報・一面見出し」を下記の表にまとめた。 

2020年 参考 新潟日報朝刊の一面見出し 新潟日報朝刊・その他の主要記事 

1月5日 （日） “余生”はご縁次第？ 新潟三越閉店ライオン像どこに。 米、中東に3000人増派へ 

1月7日 （火） 無制限でウラン濃縮へ。対米報復作戦焦点に。 東証大発会451円安 中東情勢懸念 

1月8日 （水） 関電、熊谷組受注に便宜。 米軍、中東展開を加速。4500人増派 

1月9日 （木） イラン、イラク国内米軍基地攻撃。司令官殺害に報復 ゴーン被告レバノンで「潔白確信」 

1月10日 （金） 米大統領 軍事報復せず。イランとの全面衝突回避。 かんぽ不正調査拡大。 

1月11日 （土） 海自に中東派遣命令。イラン、ウクライナ機誤爆か？ 景気回復穏やか。中東情勢を注視。 

1月20日 （月） 景況感「下降」21％に悪化。県内も下降が倍増 暖冬異変。冬将軍どこへ 今日 大寒！ 

1月21日 （火） 中国新型肺炎 感染200人超。死者3人。習氏制圧指示 日本、41人観察対象。中国報道統制。 
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5・ ここまでは、まだ“対岸の火事！”感覚で、殆どの日本人は、危機感を持ってはいなかったと思われる。  

6・ しかし、WHO「緊急事態」宣言や、日本政府の「指定感染症」施行、中国の感染者1万人（死者300人） 

等のニュースを見て、“ヤバイ！”と感じ始めた日本人も多かったと思われる。 

2020年 参考 新潟日報朝刊の一面見出し 新潟日報朝刊・その他の主要記事 

2月1日 （土） WHO「緊急事態」宣言。武漢滞在者、新型肺炎で入国拒否。新型肺炎「指定感染症」施行前倒し。 

患者早期発見に注力。政府方針転換,甘い見通し後手否めず。 県内影響拡大。国際会議は延期。 

2月2日 （日） 英EU離脱。欧州新時代に。新型肺炎、中国感染1万人超。 

2月3日 （月） 新型肺炎死者300人超。比でも1人。中国外で初。 

2月4日 （火） 新潟空港、上海・ハルビン線欠航。上海株急落。東証も233円安。 

2月5日 （水） 入国拒否拡大検討。習氏訪日先送り？中国感染者2万人超！ 

2月6日 （木） クルーズ船集団感染。新型肺炎10人。3700人船内待機。 

2月7日 （金） 別のクルーズ船入国拒否。新型肺炎発症者確認か。 

2月8日 （土） 中国感染3万人超に。死者636人。県内企業半数に悪影響。 

2月9日 （日） 新型肺炎の武漢の邦人男性（60代）死亡。 

国内流行備え不可欠。柔軟な医療体制必要。国内感染90名 

2月10日 （月） 全員検査政府内綱引き。クルーズ船「高齢乗客ケア不十分」 

2月11日 （火） クルーズ船新型肺炎新たに65人。計135人感染。 

五輪控え避けたい持久戦。「指定感染症」

長引く制限中国経済圧迫。日系企業影響大。

新潟中国2路線欠航。県内観光関係者悲鳴。 

クルーズ船検疫遅れ。10人感染（3人日本人） 

クルーズ船内は「社交場」感染防止対策難。

クルーズ船・計61人感染。1人が重症に。

警鐘鳴らした武漢の医師感染し死亡。

クルーズ船100人が体調不良。

武漢の邦人男性死亡。中国内邦人に緊張。 

中国死者908人、SARS超す。中国経済停滞。 

厚労省は全員検査を検討。 

2月12日 （水） 中国浙江省滞在外国人も入国拒否へ。中国死者1000人突破。 帰国2邦人、新たに感染。 

2月13日 （木） 新型肺炎クルーズ船新たに39人。重症4人、検疫官も感染。   20年度県予算案、財政再建へ歳出減。 
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県内スーパー、マスク販売好調。欠品続出 退避者対応に政府苦慮。国内感染防止へ正念場。 

新潟ーハルビン線減便。武漢から第3便 1月31日 （金）帰国第1便の3人陽性。2人は無症状。WHO緊急事態宣言 

県内警戒広がる。中国人キャンセル続出 新型肺炎の感染力予想外。専門家「監視の強化」を。 

バス同乗ガイドも感染。国内8例目 武漢の邦人206人帰国。新型肺炎中国感染者6000人超。 （木）1月30日 

邦人200人きょう羽田着。自宅待機へ 新型肺炎初の国内感染。奈良バス運転手武漢客乗せる （水）1月29日 

きょう邦人帰国機派遣。 新型肺炎 指定感染症に。政府 強制入院や就業制限 （火）1月28日 

中国感染2000人超。死者56人。 邦人希望者帰国へ。チャーター機早期派遣。 （月）1月27日 

日本で3例目感染。中国発症者1346人 中国、海外旅行停止へ。新型肺炎、世界規模に拡大。 （日）1月26日 

学生訪問等、中国との交流延期次々。 政府渡航中止勧告。国内2例目武漢男性。中国死者26人 （土）1月25日 

邦人感染か。武漢市で一人重度肺炎。 新型肺炎 武漢を封鎖。春節入り中国全土厳戒。628人 （金）1月24日 

武漢交通遮断。封じ込め「戦時体制」 ウイルス変異、感染拡大も。新型肺炎 死者17人に （木）1月23日 

日本、水際対策を強化。 新型肺炎中国で急拡大。人から人感染確認、死者6人。 （水）1月22日 

日本、41人観察対象。中国報道統制。 中国新型肺炎 感染200人超。死者3人。習氏制圧指示 （火）1月21日 
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2月14日 （金） 新型肺炎国内初の死者、神奈川在住80代女性。渡航歴なし。 和歌山医師感染。70代男性患者も新型肺炎 

感染拡大、広がる不安。厚労相「情報無い」連発。 政府マスク月6億枚支援。緊急対策153億。 

2月15日 （土） 新型肺炎各地に拡大。屋形船感染？見えぬ経路、不安と警戒。 県内3000人泊キャンセル。クルーズ船中止 

2月16日 （日） 政府、国内流行不可避の認識。新型肺炎、治療重視へ転換。 和歌山で院内感染。クルーズ船米国人帰国 

7・ 2月16日に、RI第2560地区・2020－21年度 国際協議会報告、第２回地区運営会議が開催されたが、 

「新型コロナウイルス」に関しては、特に議題に上らなかった。 

8・ 配布資料の中で、地区主要行事予定として、３月６日の青少年交換学生スキー国際交流研修（妙高）、

３月19日～22日の関西研修旅行が載っていたため、予定通り実施するのか確認して報告するよう指示。 

9・ 2月20日、地区青少年交換委員会三牧委員長より、大谷ガバナー、石本危機管理委員長宛に、予定した 

「関西旅行」については中止。スキー研修についても主催者と連絡を取り、25日に中止決定との連絡。 

2月17日 （月） 専門家会議、不急の集まり回避要請。新型肺炎患者増想定 クルーズ船、船内退避に海外から批判。

2月18日 （火） 医療従事者に感染拡大。新型肺炎 国内500人超。 院内感染の対策急務。医療従事者に拡大。 

発熱4日以上で相談を。 一般病院に困惑の声。 中国、全人代延期。外交、経済に影響必至。 

2月19日 （水） クルーズ船、500人きょう下船。新たに88人感染。 隔離2週間、糾弾やまず。7人に一人感染。 

2月20日 （木） クルーズ船、客室待機後も感染続く。乗員の隔離、不十分。 陰性の443人下船。習氏訪日、延期強まる。 

2月21日 （金） クルーズ船2人死亡。80代日本人男女。国内死者3人に。 厚生労働省イベント開催、再検討を。 

船内隔離で感染連鎖。防疫手探り「想定外」噴出。 来場者14万人規模「酒の陣」中止。 

2月22日 （土） 10歳未満感染国内初。北海道の小学生。埼玉は未就学児。 子供感染確認。集団活動、高い感染リスク。 

2月23日 （日） 「陰性」下船後発症。乗客23人検査漏れ。検査に限界。 都内の老健職員感染。千葉では中学教員も。 

2月24日 （月） 重症化患者治療優先。クルーズ船死者3人。 高齢者介護施設、命守るため面会禁止。 

米、日本渡航警戒引き上げ。1段階、他国追随に懸念も。 韓国危機レベル最高。感染600人超 死者6人。 

2月25日 （火） 政府きょう方針。患者増地域外出自粛。1～2週間が瀬戸際 NY株、一時千ドル近く下落。世界同時安。 

2月26日 （水） 新型肺炎、Jリーグ94試合延期。大相撲、プロ野球開催協議。 長野で初の感染、60代男性。 

2月27日 （木） 首相「行事15日まで自粛」各団体へ要請。北海道全小中学校休校へ。新潟～ソウル線、8日から運休。 

教育現場混乱。各地波及も。「仕事は・・・」保護者困惑。 国内死者7人に。クルーズ客ら32人感染判明 

2月28日 （金） 首相、全国小中高休校の要請。国内死者8人に。感染919人。 後手脱出 異例の号令。瀬戸際で首相危機感。 

2月29日 （土） 県立高2日から休校。公立小中も来週。高校入試 予定通り。 WHO、世界的流行 認定。「危険性最高に」 

北海道 緊急事態宣言。知事、週末の外出、自粛要請。 東証一時千円超急落。イベント自粛に助成。 

10・ 2月25日付・RIJYMの「新型コロナウイルス」対応についての要請に基づき、佐藤ガバナーエレクトは 

2月27日付で、3月14日開催予定の「2020－21年度 会長エレクト研修セミナー」の中止を決定。併

せて3月9日に、5月30日開催予定の「地区研修協議会」も、中止を決定。いずれも日時を改め、映

像資料DVDと、紙資料プログラムによる自主講習、受講レポートによる方式を検討中とのこと。 

11・ 3月9日に、感染拡大に伴い、ヨーロッパと米国の対応状況が厳しくなり、地域封鎖や国際便の減便、

運航休止等の対応が予測されることから、RIJYEM地区危機管理支援委員会は緊急協議を重ね、 

「RIJYEM地区危機管理支援委員会決定指針（その2：2020.3.8）」を策定。34地区ガバナー宛に配信。 
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12・ その内容は、現時点の基本方針として、「来日学生全員を早急に彼らの母国に帰国させる。」ことで、

当地区においても、三牧地区青少年交換委員長を中心に、当地区に来日した3名の1年交換学生の帰国

準備に取り掛かりました。Anna（女）=ドイツ、Judith（女）=ドイツ、Christian（男）=アメリカ 

13・ 3月12日に「RIJYEM地区危機管理支援委員会決定指針（その3：2020.3.12））が全ガバナー宛配信。 

「日本よりの派遣生徒を早急に日本に帰国させる」ことが、現時点での基本方針とのこと。 

14・現在、三牧青少年交換委員長中心に交換学生の帰国に取り組んでおり、詳細は「ガバナー月信4月号」で報告予定。 

3月1日 （日） 新潟秋葉で新型肺炎。東京在住60代男性。県内初確認。 母の介護で帰省。都内で感染か？ 

休職保護者支援へ助成。“自粛”拡大、雇用を直撃。 宮城、高知でも感染者。国内感染者947人。 

3月2日 （月） 感染男性の母親「陰性」。新潟・秋葉、濃厚接触50人検査。 「今後どう防げば」地元商店街 風評を懸念。 

「国の方針に合わせた」公共施設、ホテル・休館、キャンセル続々。県が対策本部設置。習氏来日延期へ。 

3月3日 （火） 県内感染5人に。新たに新潟市3人 加茂の男性は郵便局員。 三条宛郵パック停止。済生会三条病院外来中止 

急速拡大に緊張感。新潟の卓球スクール「感染者利用」掲示。 大阪・愛媛などの4人、ライブハウス複数感染 

3月4日 （水） 感染5人 同日に卓球教室。一部は新潟3体育館利用。 濃厚接触者 拡大の恐れ。感染順経路不透明。 

新型肺炎 3割集団感染。ジムや屋形船の客から連鎖。「クラスター」国内で9件。国内感染千人に迫る。 

3月5日 （木） 感染者、卓球大会に参加。先月24日亀田体育館400人規模。 県内 拡大警戒局面。濃厚接触者の増加必至。 

特措法改正、来週にも成立。「緊急宣言」で私権抑制。 卓球大会参加・小中生出場、保護者不安。 

3月6日 （金） 中韓入国者厳格制限。ビザ停止検疫2週間。習主席来日延期。 県内6人目確認 感染者の母。濃厚接触者絞込み 

クラスター連鎖阻止が鍵。新潟市民病院満床に。 県立公立高一般入試、対策万全に。 

3月7日 （土） 県内濃厚接触者272人に。クラスター小規模か？ 韓国、邦人ビザ免除停止。 

産経 新型コロナ安保の脅威。習氏来日延期、渋った中国。東証2万1000円割れ。NY株急落969ドル安。 

3月8日 （日） 中小に無利子・無担保融資。首相「雇用維持に全力」 中国、輸出17％減。米沖クルーズ船感染21人 

産経 緊急対策4本柱、首相指示。「巣ごもり需要」広がる。 給食業者「保証がない」休校直撃・売上半減。 

3月9日 （月） クルーズ船乗員証言「行動制限なく感染者と接触」 県内企業支援探る。子連れ出勤・在宅勤務。 

産経 特区病院開設前倒し。首相、揺らぐ「危機管理」省庁の連携不足露呈。日韓、駆け込み出入国。 

3月10日 （火） 新潟の保育園職員感染。勤務先臨時休園に。NY株暴落、取引一時停止。東証2万円割れ、円101円台。 

産経 プロ野球開幕延期。Jも中断延期。東証2万円割れ円急、円急騰101円台、原油暴落。コロナ不況 負の連鎖。 

3月11日 （水） 新潟の30代 別経路感染か。新型ウイルス県内11人に。 首相、行事自粛延長を要請。10日間程度。 

産経 復興の日 未来へつなぐ。「福島は元気」東日本大震災9年。 「対症療法」中小苦境あらわ。融資焼石に水 

3月12日 （木） 東日本大震災9年。避難4万7千人故郷遠く。新潟の園児41人、濃厚接触。30代男性、医療器具会社に勤務。 

産経 選抜高校野球 初の中止。関係者ら心境複雑。夏へ切り替える。名古屋 集団感染拡大。 

3月13日 （金） WHOパンデミック宣言。米、欧州から入国停止。NY株、再び取引一時停止。米大統領「五輪延期すべき」 

産経 「パンデミック」影響拡大。経済・五輪 WHO 対策呼びかけ。世界感染12万人。制御絶望視を危惧。 

3月14日 （土） 「緊急事態」首相が判断。新型ウイルス特措法成立。 東証一時1万7000円割れ。下げ幅1800円超。 

産経 延期論 揺れる五輪。トランプ氏「無観客より良い選択」。 IOC会長「WHOの助言に従う。」 

米空港「駆け込み」殺到。欧州から入国禁止。減便、欠航。 大リーグ開幕延期。ディズニー閉鎖。 

3月15日 （日） 首相会見。緊急宣言「状況にない」早期に大規模経済対策。 米が非常事態宣言。トランプ不況歯止め必死。 

産経 WHOテドロス事務総長「欧州がパンデミックの震源地」。 支援5.4兆円。NY株 史上最大1985ドル高。 



地区主要行事予定 2020年3月23日現在 

2020年 
(R2) 

大谷年度 

3月 

水と衛生月間 

6  （金）  第7回日台ロータリー親善会議福岡大会 →中止  福岡 

6  （金）  青少年交換学生スキー国際交流研修 →中止  妙高杉ノ原スキー場 

7  （土）  米山記念奨学生終了式・歓送会 →中止 ホテルイタリア軒

7  （土）  新会員・会員増強セミナー →中止  やすね 

14  （土）  佐藤年度 クラブ会長エレクト研修セミナー （PETS） →開催方法変更  大観荘せなみの湯 

 19～22  （木～日）  青少年交換学生 2020関西研修旅行 →中止  関西 

21  （土） ローターアクト全国研修会 →中止  名古屋 

28  （土） 米山カウンセラー研修会 →4/18に延期  ＡＮＡクラウンプラザホテル新潟 

4月 

母子の健康月間 

4 （土） ロータリー財団地区奨学生選考試験 万代シルバーホテル 

 6～7  （月～火） 会員基盤向上セミナー2020 →6/29～30に延期 ホテルグランドパレス

7 （火） 第3回ガバナー会議 グランドプリンスホテル高輪 

11  （土） ローターアクト地区大会 →6/27に延期 アートホテル新潟駅前

12  （日） 村上RC 創立60周年記念式典 →中止or延期  大観荘 せなみの湯 

18 （土） 
米山カウンセラー研修会・米山記念奨学生オリエンテーション・歓迎会 
（実施方法について3/19に決定予定） 

ＡＮＡクラウンプラザホテル新潟 

21 （火） 新潟RC 創立80周年記念式典※開催検討中（3/19に会議予定） ホテルイタリア軒

25 （土） 燕RC 創立60周年記念式典 燕三条ワシントンホテル

25 （土） 長期交換学生オリエンテーション ホテルハイマート

5月 

青少年奉仕月間 

10 （日） 水原RC 創立60周年記念式典※開催検討中（4/1に会議予定） 五十嵐邸ガーデン 

16 （土） ロータリー財団地区奨学生候補者オリエンテーション ホテルオークラ新潟

23 （土） 豊栄RC 創立50周年記念式典 月岡温泉 清風苑

24 （日） 糸魚川中央RC 創立40周年記念式典※開催検討中（3月末に会議予定）

 16～17  (土～日） 青少年交換学生2020全国青少年交換研究会 →中止  山形県天童市 

30  （土） 佐藤年度 地区研修・協議会 →開催方法変更 ロイヤル胎内パークホテル 

6月 

ロータリー親睦活動月間

6～10 (土～水） RI国際大会→中止 米国ハワイ州・ホノルル 

13～14 (土～日） ローターアクト地区協議会

20 （土） 長期交換学生オリエンテーション・壮行会・お別れ会 ホテルハイマート

21 （日） ロータリー財団 学友会総会

27 （土） ローターアクト地区大会 アートホテル新潟駅前

28 （日） 大谷年度感謝の集い

29～30 (月～火） 会員基盤向上セミナー2020 ホテルグランドパレス

2020年 
(R2) 

佐藤年度 7月 

ロータリー親睦活動月間

1 （水） 第1回ガバナー会議/ガバナー・元・次期ガバナー懇談会 グランドプリンスホテル高輪 

4 （土） 佐渡RC 創立50周年記念式典 湖畔の宿 吉田家 

5 （日） 全国青少年交換委員長会議 名古屋 

青少年交換委員会 短期インバウンド出迎 

11～12 (土～日） 青少年交換委員会 短期交換学生研修旅行 東京 

12 （日） 危機管理委員会 

18～19 (土～日） インターアクト年次大会 （ホストクラブ：高田東RC） 関根学園ほか 

青少年交換委員会 夏期交換学生受入

19 （日） 会員増強セミナー（戦略広報含） 大観荘せなみの湯 

防減災セミナー
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