
プログラム 
司会進行        傅  健興会員 
開会点鐘         山下 憲男会長 
手に手つないで（ピアノ演奏のみ） 
ゲスト紹介      神保 宏充会員       
ニコニコ報告      傅  健興会員 
会長報告       山下 憲男会長 
幹事報告       木宮 雅徳幹事 
委員会報告      西村美智子会員 
出席報告       海江田健司会員 
閉会点鐘         山下 憲男会長 
 
本日のゲスト 
ゲストスピーカー   
東京神田 RC     清水  宣夫様 
 
誕生日祝い 
7月 26日 海江田会員 
お誕生日祝いはご自宅にフルーツをお送り
しました。 
 
出席報告 
会員数 37名 ゲスト 1名 
出席数 
ZOOM 

19名 
2名 

ビジター 0名 

欠席数 18名 合計 22名 

 
      

今後の行事および卓話予定 
 
８月 12日 休会 
８月 19日 ガバナー公式訪問 
８月 26日 未定 
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本日の卓話      クラブ協議会 

 

 

山下 憲男会長 
・斉藤会員より、ロータリー財団 年次寄付に 1,0000ドル頂戴

しました。ありがとうございます。 
（追記：斉藤会員より米山奨学会特別寄付へ 10 万円のご寄付を
頂きました。） 

 
木宮 雅徳幹事 
・次週 8月 5日は定例理事役員会です。関係者の方はご出席くだ
さい。  

・地区より、熊本豪雨災害・福岡豪雨災害への支援のお願いがき
ております。寄付金箱を回しましたのでご協力をお願い致しま
す。 

・若手中心で行っているビジョン委員会では、牛島会員のご協力
を頂いて、まずはロータリーの勉強をという話がでています。
ZOOM での開催になると思います。日程調整いたしますのでビ
ジョン委員会の皆さん宜しくお願い致します。 

 
地区公共イメージ向上委員会より SNS 運用開始のお知らせ 

西村美智子公共イメージ向上委員長 
地区の今年度の活動方針の連絡がありました。地区ではフェイス
ブックを利用して公共イメージの向上をしていましたが、今年度
は更に SNSも活用することになりました。具体的には、ツイッタ
ーやインスタグラムです。フェイスブックの利用者層は 40 代以
上が多いとのことですが、それよりも若い年齢層にアプローチを
していき、露出度を図っていくということが目的です。当クラブ
におきましても、イベントなどをインスタに載せるなどの方向性
を決めて、入会して頂けるターゲット層に届くような発信ができ
たら良いと思います。今後検討したいと思います。 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ニコニコボックス 

清水宣夫様 東京神田 RC の清水ですが、本日卓話をさせて頂きますので。 
山下会長 本日の講師の清水様、ありがとうございます。 
神保会員 清水様、本日の卓話大変楽しみにしております。 
永井会員 清水様の卓話楽しみにしております。 
大原会員 清水様、今日の卓話楽しみにしています。 
高山会員 清水様のお話、楽しみにしております。 
牛島会員 弊社取引先で飛散防止用の折りたたみ衝立を販売始めましたので、本日会場に設置いたしま

した。私からクラブに贈らせて頂きます。 
計 25,000円  累計 111,500円 

 

8月 19日（水）ガバナー公式訪問！ 

来会者 
 

ガバナー   野生司義光様（東京小石川） 
地区副幹事  中島 弘人様（東京ワセダ） 
ガバナー補佐 西岡 孝志様（東京紀尾井町） 
分区幹事   谷井  玲様（東京紀尾井町） 



 
はじめに 
私のニュース源は 10 種類ぐらいのメールマガジンで、
今回の話はいろんなメールマガジンから類推するお話。 
 
新型肺炎の報道 
今回の新型コロナウィルスは、去年 12 月に武漢で「新
型肺炎」が発生したと中国の医師の告発が全世界に報道
されたのが始まり。しかし、中国政府は認めず、その医
師を拘束。2 月には中国政府が認めるも、拘束を解かれ
た医師は亡くなる。 
 
ウィルスの発生源 

2019年 10月、武漢でミリタリーオリンピック（ミリ
タリーワールドゲームズ）を開催。世界中の軍のアス
リートが集結して競う大会。日本は軍隊がないので不
参加。このミリタリーオリンピックが発生源になった
と言われている。しかし、中国はアメリカが持ち込ん
だウィルスだと声明を出した。 
 
新型コロナウイルスの発生を予見？ 
ミリタリーオリンピックの前に、アメリカのコロナド

州で感染症が爆発的に発生した時に備え、１万人の軍隊
を動員し、都市封鎖を含む模擬訓練を実施。 

2019 年 10月の末には、中国政府も武漢で 5万人を動
員し模擬訓練実施。結果、中国は武漢を都市封鎖し、感
染拡大を防ぐことができた。 
 
新型コロナウィルス感染源はコウモリ？ 
コウモリが感染源だと言われているが、海鮮市場には出
ていないという話がある。このコウモリは武漢から遠く
1,200キロ離れた雲南省の洞窟に生息している。 
 
2001年アメリカ炭疽菌事件 
同時多発テロ事件の 7日後の、2001年 9月 18日と 10

月 9日の二度にわたり、アメリカ合衆国の大手テレビ局
や出版社、上院議員に対し、炭疽菌が封入された容器の
入った封筒が送りつけられ死者も出た。 
しかし、犯人は特定されず迷宮入り。その後の調査で、 

炭疽菌は自然発生物ではなく人工物だと判明。しかも、
これを作っていたのがアメリカのCIAだったと言われて
いた。それを知った当時のオバマ大統領は、菌の研究、
開発の禁止令を発令した。 
 
今は細菌兵器の時代 
世界は核兵器ではなく、ピンポイントで攻撃できコント
ロールができる細菌兵器の研究に熱をあげていると言
われている。主に、アメリカ、中国、ロシア。 
 
アメリカが中国に細菌の研究、開発を依頼？ 
アメリカでは、大統領令が発令され、菌の研究が出来

なくなったため、細菌の情報と研究開発費を提供して中
国に外注したという話があった。研究開発受託の場所と 

 
して武漢に研究施設を作り、細菌学で有名なフランスの
パスツール研究所に機器を依頼。そこで作られたのが、
新型コロナウィルスと言われている。 
 
武漢研究所技術者がアメリカに亡命 
去年のコロナウィルス発生前の夏頃、武漢研究所のコロ
ナ菌開発の主任技術者 2名が、情報を持ってアメリカに
亡命。ウィルスの発生は中国が原因であり、証拠を持っ
ているとアメリカ側が主張。 
 
米軍フォート・デトリック研究所の封鎖 
アメリカのフォートデリックの生物化学兵器研究所が
去年の 9月に理由なく突然閉鎖。立ち入り禁止、軍隊が
警備している。 
 
証拠隠滅？ 
今年に入って、武漢のウィルス研究所が爆破された。人
民軍が証拠隠滅を図ったと言われている。衛星写真で爆
破が確認された。 
 
PCR検査 
コロナだけではなく、6～７種類の病気に反応して陽性
判定が出る。本当にコロナに感染しているか分からない
ので注意。 
 
ビルゲイツ氏 ダボス会議での基調講演 
「ワクチンは人口削減が目的」 
コロナ菌の騒動を利用して、世界の組み換えを画策し

ているとも言われている。民間で一番力を入れているの
はビルゲイツ氏。 
ビルゲイツ氏はダボス会議で、「世界の人口が 70 億

人と多すぎるので、適正人口の 50 億人にするように努
めるべき」と基調講演を行った。現にビルゲイツ氏はワ
クチンも含め、医学財団に巨額の資金を出している。 
ダボス会議が注目されている理由は、会議で発言した

ことは世界の潮流になると言われているため。 
また、ビルゲイツ氏は、病気になったのは DNAに問題

がある。その人の DNAに合った薬のをオーダーメイドす
るためには、生まれた時にマイクロチップを埋め込み、
病気の全てを記録させ、オーダーメイドの薬を提供する
ことが必要。アメリカでは 3年ぐらい前から希望者に実
行している。 
 今回の新型コロナウィルスのようなウィルスを撲滅
するためには、マイクロチップの埋め込みが必要なので、
この運動を世界に広めようという話がある。 
  
パラダイムシフト 
JRのドル箱の新幹線の乗客は 8割減、大変な赤字。JAL、
ANA、JRの交通 3社は壊滅状態の可能性がある。もとの
状態に戻るまで最低 3年。世の中の大変動は避けられな
いと思って心構えが必要だと思う。 
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例会日 水曜日 12:30～13:30 
例会場 ホテルグランドパレス 千代田区飯田橋 1-1-1 
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地政学的観点から見た新型コロナウィルスの発生と今後の考察 

東京神田 RC 清水 宜夫様 
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