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欠席会員：岡田会員
会長の時間
先週 2 月 22 日（土）に今年度の会長幹事会と地区大会が開催されましたのでご報告します。
みなさまご存じの様に新型コロナウィルスの感染拡大予防措置により、直前で 23 日（日）の 2 日目
が急遽中止となり 22 日（土）に主要行事をすべて行うという異例の日程となりました。
結果的に会長・幹事のみの出席となりましたので、ご報告が必要と判断し、会長の時間をあてさせて
頂く事としました。
2019～20 年度 国際ロータリー第 2680 地区・地区大会について
会場：神戸ポートピアホテル南館１階 大輪田の間
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16：00～会長・幹事会
予算の審議が主なものですので割愛致します。
17：00～RI 会長代理公式セッション
今年度 RI 会長のマーク・ダニエル・マローニー氏の代理としてデンマークよりパー・ホイエン氏を
お迎えしました。オープニングセレモニーの後点鐘、デンマークと日本国歌それぞれ斉唱、ロータリ
ーソングに続き三木 RI 理事のご挨拶の後、RI 会長代理の基調講演へと続きました。
～以下 RI 会長代理スピーチ（抜粋）～
みなさまこんにちは。マーク・ダニエル・マローニー国際ロータリー会長の代理として本日、この
場にいることを非常に嬉しく光栄に思います。私たちは初めて日本に来ました。マーク会長から代理
としてこの地区大会に出席するよう依頼されて以来ずっと、私たちは日出る国である日本を訪問する
機会が遂にきたと心躍らされていました。
マーク会長はなすべきことの最上位に会員数を位置付けており、私たちがロータリーを成長させるこ
とを望んでいます。この 15 年間、世界のロータリー会員数は 120 万人止まりとなっています。
そしてこの 10 年間でロータリーは 120 万人を超える新会員を獲得してきました。簡単に言ってしま
うと、毎年新しく会員となった数と同じ数の会員をロータリーは失っているのです。
（略）
ほんの少しの事で実際に起きる可能性があることに目を向けて下さい。私の場合は思いがけないこ
とがロータリーと私とのエンゲージメントを開始するステップとなりました。この 17 年間に私はロ
ータリー脱会を決めた存在から、ロータリアンになり、そして所属するロータリークラブの会長へと
変わりました。ガバナー補佐、地区ガバナー、国際ロータリー理事、国際ロータリー財務長を歴任し、
現在はロータリー財団の管理委員を務めています。
すべてはリーダーシップにかかわっていると言わざるをえません。リーダーが注目すべきなのは未
来です。ロータリーの未来は私たちの一番の関心ごとです。
2、3 年前にロータリーの理事会と管理委員会はロータリーの新しいビジョン声明を承認しました。そ
の声明とは次のようなものです。
「私たちは共に、世界で、地域社会で、そして自分自身のなかで、変化を生むために、人々が手を取
り合って行動する世界を目指します」
このビジョン声明は、ロータリーが今後何年かのうちに隆盛を迎えることができるように将来の進路
を私たちが設定する指針となります。また、世界に対して、会員に対してロータリーが及ぼしたいと
切望する影響を反映しています。
ロータリーには 3 つの優先事項があります。それら全てが等しく重要であることを私たちは知ってい
ます。しかしながら会員数を含む３つの優先事項のうち残り 2 つ、即ち公共イメージと一般の人々の
認知度を高めるという優先事項と、人道的奉仕に焦点を当て人道的奉仕を強化するという優先事項を
実現するために要となるのは強力なクラブです。
強力なクラブとは一般市民の関心を引き付ける適切な奉仕を行い、地域社会におけるロータリーの存
在が確かなものであることを実証するクラブです。
（略）
ロータリアンは長年にわたってポリオウイルス根絶に真剣に取り組んできました。世界中のロータリ
アンが自己資金で、ポリオ感染のある国に出かけ予防接種活動をしてきました。
ポリオの犠牲者の数が昨年、劇的に増えたことを私たちは皆知っていますが、私たちには強い連帯感
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があります。大変な難題に挑戦する事になりますが、私たちはポリオ撲滅を成し遂げます。最後の症
例を確認した日からポリオのない世界宣言ができるまでには 3 年はかかることがわかってくるでしょ
う。
この重要な 3 年の間に私たちは何百万人という子供たちにワクチン接種をし続けなければなりません。
この職務を遂行するためには 16 億米ドルが必要になると試算されています。
財務的支援が必要な為、皆様がこのポリオ撲滅プログラムの支援を続けられることを奨励します。
（略）
皆様の地区並びに世界各地のロータリアンの寛容な心が、困窮している人々や、紛争地域で平和を構
築したいという熱意をもった若者のために、また特に多くの人にとって世界をより良い場所にするた
めに素晴らしい変化をもたらしてきました。
ロータリーは世界をつなぎます。
人類の為に皆様が行っておられること、また素晴らしい組織であるロータリーへの皆様のコミットメ
ントに感謝します。
以上が皆様への今期の私のメッセージです。
週明けから公立学校の全休も決まっております。
国内アウトブレイクへの瀬戸際との事で、多くの催事が中止もやむなしというところですが、オリン
ピック開催の可否が気になるところですね。
2 月 7 日開催理事会報告
①新入会員のお二人に関して、当クラブ細則 13 条第 6 節の規定に基づく援助担当会員として、久
保様に対しては井口会員、岡田様に対しては塚崎会員とする事で決定しました。
※山本青少年奉仕委員長より※
②3 月 14 日（土）は恒例の当クラブ後援のジュニアテニス大会です。
（新型コロナウィルスの影響で予定通り開催できるか現時点で未定）
事前準備を予定しておりますが直前の 3 月 13 日（金）が休会の為、来週 3 月 6 日（金）の例会
終了後に行います。
③来期のジュニアテニス大会は子供達の予定行事の都合で 2021 年 1 月と 2 月は開催がすでに不可
との事です。そこで次年度の開催時期として、本年の 12 月 12 日（土）予備日を翌 13 日（日）
とする事で日程の調整をお願いします。
幹事報告
○ガバナー事務所より地区大会のお礼とお詫びが届いています。
○赤穂 RC 様より週報（No.3224～3230）をいただいております。
○加古川平成 RC より、創立 30 週年記念誌をいただいております。
○上郡町交通安全対策委員会より委員会開催案内が届いています。
2020 年 3 月 11 日（水）

上郡町役場

○本日、臨時理事会がありますので理事の方はお残りください。
各委員会報告
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プログラム委員会
3 月の例会予定

3/06

社会奉仕委員会

3/13

休

3/20

祝日で休会

3/27

PETS 報告

千種川堤防清掃作業

会

社会奉仕委員会
来週の例会終了後、河川の清掃作業を実施しますので、ジャンバー・帽子の着用お願いします。清
掃作業後、寸劇用背景画を描きたいと思いますので時間のある方はご協力お願いします。
又、4/19 実施の地区補助金事業はコロナの感染を考慮して、玄関前で贈呈式を行い、寸劇はビデオ
撮影し DVD を作成しようと思います。
青少年奉仕員会
ジュニアソフトテニス大会の件ですが、3 月 7 日に県大会の予定がありますが、それがどうなるか
連絡待ちで、中止になれば当大会もその方向で動きます。
審議事項
特になし
本日のプログラム
≪会員スピーチ≫

新型肺炎について

田村会員

今回のスピーチは準備ができておらず、話の内容がまとまっていません。よくわからない話になる
かと思いますが、よろしくお願いいたします。
私事になりますが、昨年末中古の物件を買いまして、自宅兼事務所をつくりました。また、合わせ
て社会保険労務士の業務について、加西市の同業者の方と一緒に法人化をしまして、この 1 月から社
会保険労務士法人として営業を開始しました。
私たちの仕事は、個人の資格に基づいてしています。いくら身内といっても資格の無い人がするこ
とはできません。ですので、自分に何かあった場合にはお客様に多大な迷惑をおかけしてしまいます。
そういう意味で法人化を決意しました。お客様に法人化したことをお話しすると、本当に安心されま
した。その意味でも思い切ってよかったなと思っています。小さな事務所ですので、職場例会はちょ
っと無理かと思いますが、機会がありましたら、ぜひお寄りください。
さて、ご存知のとおり、新型肺炎、コロナウィルスが大変なことになっています。私、今日はこう
してマスクを着用していますが、実は去る 19 日に商工会の視察旅行で、神戸と大阪に行ってきまし
た。参加者みんなでバスに乗って行きました。神戸の施設の見学は、まだ問題なかったと思いますが、
大阪で昼食をとったのはバイキングでした。そして、そのあと、アジアトレードセンターでの、食品
の見本市を見学してきました。見本市はものすごい人で、広い施設とは言え、窓のないところで、多
くの人が行き来するわけです。バスでの移動、お昼のバイキング、ATC での見本市と、どう考えても、
大変リスクが高かったのではないかと思うのですが、中止にはなりませんでしたので、商工会の理事
をしている関係で参加しました。もちろんマスクはしていましたし、帰ってからうがいや、手洗い、
服も着替えてと一応の対策はしましたが、念のためにと、それ以来ずっとマスクをしています。皆様
も、どうか気を付けてください。
みなさまもお聞きになっているかと思いますが、新型肺炎の問題については、昨日安倍首相が、助
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成金を出すという話をしていましたね。これは、雇用調整助成金という助成金の支給要件を緩和して
行うということのようです。たとえば、新型肺炎の感染が疑われる従業員の方に出勤を控えるように
指示したとすると、法律上は事業主の都合で休ませたということになり、6 割の休業手当を支払わな
いといけないことになっています。いろいろ調べたのですが、現段階で、新型肺炎に感染してしまっ
た従業員を休ませる場合には、都道府県知事が行う就業制限に従う形となりますので、給料を支払う
必要はないのですが、感染しているかもしれないという段階はこれに該当しないので、事業主の都合
で休ませるということになるようです。このような場合の支援策として、助成金を支給しようという
ことのようですが、昨日、今日、突然出てきた話で、監督署等でも詳細がまだわからないということ
のようで、詳細が決定するまでしばらくお待ちくださいということのようです。
いずれにしても、現実的には、従業員の方から休みを申し出てもらうようにして、有給休暇で対応
するというのが、一番いいのかなと思います。もし、これからそのようなことが出てきたら、従業員
さんとよく話し合い、後々問題が起こらないように対応していただけたらと思います。
とにかく、今回の新型肺炎については、何よりうがい、手洗いが大切ということなので、皆様もぜひ
これを励行していただき、自分を守るようにしましょう。
ニコニコ箱・親睦箱
小林会長・・・例会に寄せて。
堤

幹事・・・例会に寄せて。

江見会員・・・田村会員スピーチ宜しくお願いします。
大澤会員・・・例会に寄せて。
箸蔵会員・・・3/1 に予定されていた母校の交流会は中止となりました。残念です。
寺本会員・・・田村会員スピーチ宜しくお願いします。
小谷会員・・・コロナ感染が心配です。
山本会員・・・念願の車が手に入りました。キズ付けないように乗らないと高くつくそうです。
朝来会員・・・新型コロナウィルス早く収束してほしいです。
塚崎会員・・・小学生二人がずっと家にいると思うと眠れなくなりそうです
宮本会員・・・例会に寄せて。
石原会員・・・異例の要請、首相が主導。一夜でコロコロ変わる首相主導。
申告期限も 4/15 までになりました。
田村会員・・・スピーチの準備ができていません。すみません。
辻

会員・・・コロナで大変です。
ニコニコ箱
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