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「伝統承継と変革」

Succession and reformation of traditional

ロータリーは機会の扉を開く
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第2295回例会
例会場：ホテルキャッスル
点 鐘：PM 12：30 菊地 賀治 会長
皆さんこんにちは。朝晩めっきり
涼しくなり、私のこの体系でも窓を
開けクーラーなしで就寝する事がで
きるようになってきました。皆さん
は如何でしょうか。
それでは、新入 会 員の 紹 介を 致し
ます。株 式会社マルシゲ代 表取締役
熊谷一幸さんです。スポンサーは、
松田勝彦パスト会長です。よろしくお
願いいたします。
昨日、秋田県湯沢市出身の菅義偉さんが、第26代自由
民主党総裁となり明日第99代首相になる予定です。東北
出身の総理大臣予定者という事もあり、コロナ非常事態
宣言時にリモートでも仕事が出来る事が実証されたように、
東北地区は勿論ですが地方にもっと目を向けた国政運営
をしていただきたいものだと思っています。最近は、会長
挨拶に必ずコロナの話題が出てきます。
今月も、本来であれば当クラブ堀会員の蔵王温泉つる
やさんで、近年入会された会員の方々との親睦とロータ
リーの勉強を兼ねたファイヤーサイドミーティングを予定

会長挨拶

幹事報告

鉄

浩二

幹事

１．例会への参加について、会場に来ていただくことが主であ
ることに変わりはありませんが、オンラインで参加いただけ
る環境の準備を進めております。オンライン参加には、ID等
が必要になりますので、IDをお知らせするためのメールアド
レスを伺う必要があります。近日中に、ファックスを送付さ
せていただきますので、事務局までメールアドレスをお知ら
せください。ご協力よろしくお願いいたします。
２．延期になっておりますファイヤーサイドミーティングを10
月20日㈫七日町ワシントンホテルにて開催する準備を進めて
おります。該当者にご案内を送付いたしますので、ぜひご参
加お願いいたします。

2020 ９／ 15（火）天気（曇り）

司会進行（SAA）
：金田 亮一 君
ロータリーソング：「奉仕の理想」
しておりました。こちらもコロナの影響で、場所を変えて
10月にワシントンホテルでの開催となります。
９月の 年中 行事と言えば、８月に行われるALSチャリ
ティーゴルフコンペのチャリティー金の贈呈式がありまし
た。コロナの影 響も含め、長きに渡り支援を行ってきた
ALSチャリティーゴルフコンペも無期限中止となり、今後
新たな支援の方向性を模 索しています。このように、コ
ロナウイルスが感染拡大した事により、多くのスケジュー
ル変更や中止など余儀なくされています。今、コロナの
影響で影を潜めていますが、異常気象による台風被害も、
家屋は勿論ですが農作物にも甚大な影響を及ぼしていま
す。昨年、2800地区から災害救援特別金として九州と
千葉に災害救援特別金を出しています。2800地区が、
災害救援特別金をいただく立場にならなければよいなと
思っています。何はともあれ、これからくるであろう台風
で皆さんに被害やケガがないように、そしてコロナウイル
スに感染しないように、会員の皆さんで台風時には注意
喚起を行い、コロナに関しては引き続き手洗い・うがい・
マスク着用を励行して参りましょう。
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奥村 健二 君
熊谷さん入会おめでとう。本日卓話させていただきます。
熊谷さん宜しくお願いします。
大久保さん卓話宜しくお願いいたします。
熊谷さん入会おめでとうございます。
熊谷さん入会おめでとうございます。
妻が救急で運ばれ検査しましたが異常ありませんで
した。ありがとうございます。

会員卓話

「COVID−19とROTARY」
直前ガバナー

大久保
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宏
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昨年度は山形南RCの皆様方には大変お世話になりま

した。４月10日青少年交換委員会にて次年度実施予定の

した。心より感謝申し上げます。上期は順調に推移できま

青少年交換事業について検討、RIJYEMの指針をベース

したが、下期に入り新型コロナウイルス問題に振り回され

に協議・検討の結果７月派遣の青少年交換事業は「中止」

ました。そこでコロナウイルスの経緯と対策、ロータリー

（派遣予定の３名の学生・保護者に通知、申込金を全額

の考え方を本日はお話ししたいと思います。

返却と決定し送金）、2020−21年度

青少年交換学生

COVID−19の報道は2019年12月31日最初の報道が

応募は「中止」としました。RIJYEMの指針で、政府機関

行われ、死者報道は１月20日、WHOに関する記事は１月

の指示により交換学生の安全を最優先に考えブログラム

８日、１月30日までは武漢の話題が多くなり、クルーズ船

を中止する、既存交換学生は即刻帰国命令を出す事と記

の記事は１月21日に記事が出ました。プリンセスクルーズ

載されています。2800地区でも派遣学生の即刻帰国と

の記事は２月２日香港の感染者がクルーズ船で来日したこ

受入学生の即刻帰国命令を発しました。最後まで帰国した

とです。マスクについては、１月15日から中国国内のマス

くない学生との調整に時間と労力が注がれました。

ク不足が報道、１月31日から日本国内のマスク不足が目立

クラブでは、公式訪問時に定款細則変更のお願いを申
し上げてきました。今回のコロナ問題は、定款細則上の休

つようになりました。
ロータリーの最初の連絡は２月27日、日本事務局より

会に値します。例会を休会にする事が可能です。多くのク

発信されています。内容は、
「国際ロータリー理事会は、

ラブでは定款細則の変更が既に行われ、休会扱いとして

（中略）６月30日以前に予定されている会合に関して以

対応 。休会は会 長 方 針により理 事会 決 定 で実 施 できま

下の選択肢等をご検討ください。」とあり、地区大会や地

す。問題は、会員との「つながり」をどの様に保つのかが大

区研修協議会、例会、セミナー等のオンラインでの開催を

きな課題でした。2019−20年度、
マロ―ニー会長のテー

奨励する内容となっています。マロ―ニー会長より、最初

マは「ロータリーは世界をつなぐ」。
「つながり」を大切に

のメールは、３月６日受信。内容は「状況が刻々と変わる

しています。コロナのために活動できないロータリー会員

ため、
（中略）世界保健機関（WHO）および皆さまの国ま

に少しでも多くのメッセージをと考え、クラブ会長宛、月

た は 地 元 保 健 当 局 が（中 略 ）そ の 勧 告 に 従ってくだ さ

信などでのガバナーメッセージ発信を行いましたが、クラ

い。」と、WHOの基準、指示に従う内容が発信されていま

ブが休会である以上、会員には届かないのが現状でした。

す。３月19日にホノルル国際大会中止の案内が届きまし

そこで1600名全会員宛にガバナーからの手紙を送付し

た。３月26日に財団よりメールが届き、内容は「地区補助

ました。多くの会員より、
「初めてガバナーからの手紙を

金、グローバル補助金をコロナ対策に使用できる」。この

受け取った」「もう一度ロータリーを考え、一からやり直

内容を受けて、フェイスシールド10,000セットの寄贈を

す」
「つながりを求めている会員が多い」など、数多くのお

決断し、県医師会、県歯科医師会、山形市に寄贈を行い、

礼の手紙などを頂きました。内容から如何にロータリー

新聞にも取り上げて頂きました。

会 員は「つながり」を 大 切に求めているかが分かりまし

地区では、２月に入りコロナウイルス問題に対する対応

た。コロナの環境の中ロータリー会員は「つながり」を求

等についての問い合わせが届くようになりました。地区行

めています。ロータリーを動かしているのはクラブです。

事として２月29日第４ブロックIMが最後になりました。３

その中でもクラブ会長が最 大のリーダーです。強いリー

月７日危機管理委員会（コロナ対策）を開催、今後の地区

ダーシップを発揮されクラブ会員との「つながり」を如何

行事の開催について検討・協議の結果５月末までの地区

に構築するかが「カギ」です。是非クラブ内の絆を太く強

内開催行事全てを「中止・延期」とする事を決定。但し、青

くするために、会長、幹事、理事の皆様方がご尽力されま

少年交 換オリエンテーション・米山奨 学生オリエンテー

すことを望んでいます。

ションについては十分配慮して開催努力に努める事としま

本日出席・前回修正出席
本
日
前回修正
他クラブで
メークアップ
された会員

会員総数
５５名
５７名

出席義務会員数
５３名

（寒河江）青山 治右衛門

出席会員数
３0 名
４７名

佐藤

出 席 率
88.68％

直人

※本日の結果は２週間後に報告
※修正は２週間前の結果報告
出席会員数÷算出会員数＝出席率
算出会員数とは?
出席義務会員＋メイク免除会員の出席者
出席会員数とは?
出席義務会員の出席者＋メイク免除会員の出席者＋メイク会員

