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『ロータリーは世界をつなぐ』
地区のスローガン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
『I’m a Rotarian!』
本日 6 月 9 日のプログラム：会長、幹事「一年を振り返って」
次回 6 月 16 日のプログラム：理事、委員長「一年を振り返って」
・・・・・・・・・第 3131 回 2020 年(令和 2 年)6 月 2 日例会記録・・・・・・・・
★点鐘・司会 小笠原会長 ★ソング 君が代 奉仕の理想 ★食事 幕の内
★天気 晴れ
★会長挨拶
皆様、よくいらしゃいました。皆様いかがお過ごしでしたでしょうか？
今回の新型コロナウイルス感染症蔓延の為に 3 カ月の休会を余儀なくされましたが緊急事態宣言解除を
受け、6 月より例会が再開できることをうれしく思います。
3 月からの行事・イベントがほとんど中止になって会員皆様のモチベーションも低下してしまっているよ
うです。PETS、IM、地区研修協議会、タウランガ RC75 周年記念お祝い交流、語学留学生の交換、春の
親睦会、新旧会長幹事会等々多くの活動が中止となってしまいました。各委員会の皆様にご迷惑をお掛け致
しました。コロナ憎しです。
再会後のロータリークラブの在り方やロータリアンの取り組みが「新しい生活様式」に合わせ問われてく
ると思います。皆さんの生活基盤、職業基盤に、新たな課題や新たなる希望が見えてくると思います。
ロータリアンの行動規範・4 つのテスト・ロータリーの目的を再度読み返しロータリアンとしての新たな
気持ちで取り組んで頂ければと思います。
19 年度は規定審議会によりロータリーの指針が時代に即したものへと、変革を伴ったものとなりました。
標準ロータリークラブ定款変更に伴い、笠岡 RC 定款も変更点が在りますので、現行に即した物へと細則に
て変更を掛けております。次週会員総会にてお諮りいたしますのでご出席下さいますようお願い致します。
ロータリーの行動規範においては 2019 年度より第 5 項目が追加されました。
ロータリアンの行動規範
ロータリアンとして、私は以下のように行動する。
1. 個人として、また事業において、高潔さと高い倫理基準をもって行動する。
2. 取引のすべてにおいて公正に努め、相手とその職業に対して尊重の念をもって接する。
3. 自分の職業スキルを生かして、若い人びとを導き、特別なニーズを抱える人びとを助け、地域 社会や世
界中の人びとの生活の質を高める。
4. ロータリーやほかのロータリアンの評判を落とすような言動は避ける。
5. ロータリーの会合、行事、活動においてハラスメントのない環境を維持し、ハラスメントの疑いがあれ
ば報告し、ハラスメントを報告した人への報復が起こらないようにする。
100 年に一度と言われるこの度の異例事態の下、笠岡 RC が置かれている現状と今後の課題につき、会長
としての考えを述べさせていただきたいと思います。
5 月 25 日に緊急事態宣言が全国的に解除となりました。しかしながら新型コロナウィルスに対するワク
チンと新薬が開発されるまで、依然として状況は、笠岡 RC 定款第 8 条第一節(C)に規定されている「全地
域社会にわたって流行病が発生した場合」に該当する事態が継続していると考えます。そして現在の日本社
会の課題が「感染の防止と経済活動の復活」という相反する要請のバランスをいかに取るか、その一点にあ
ることは、皆様もよくご存じのことと思います。であるならば、このバランスを崩すような笠岡 RC 活動は
厳に慎むべきであり、このことは RC の目的が経済活動ではないことからも明らかです。ただ皆様の中には、
長期にわたる RC の活動自粛に対する疑問を抱いたり、またこの危機が解消され、後になって振り返ってみ
るとあの自粛はやりすぎだったのではないか、もう少し RC の活動をしてもよかったのではないか等々の意
見が出るかも知れません。しかし事が命にかかわることである以上それはやむを得ないことであり、むしろ
そのような結果こそ目標とすべきだと考えます。何故なら新型コロナウィルスについては未だ不明なことが
多く、また、一度感染が収まったとしても二次・三次感染が予想され決して以前の安全な状況に戻ったわけ
ではないからです。報道で皆様もご存じのように、人々の活動が徐々に再開されている中、既に先週、北九
州や東京で二次感染が発生しています。新型コロナウィルスに一度罹患・発症すると、高齢の方、基礎疾患
のある方、また喫煙経験者の方々の重症化は避けられず、とてつもない苦しみを伴う呼吸困難に陥り命を落

とす危険があることを再確認すべきであります。RC の活動によって自らがそのような危険に遭遇するだけ
ではなく他者を危険に陥れることは厳に慎むべきであります。
ロータリアンの本分は職業奉仕である以上、今は各自の経済活動に専念し、その他の奉仕活動は感染の危
険を拡大させない範囲に限定し、この危機的状況の下でできる新たな奉仕活動を模索すべきと考えます。
どうかご理解いただけますと幸いです。
★会長報告
・山本義和会員のご母堂様がご逝去されました。謹んでお悔やみ申し上げますとともに心からご冥福をお
祈り致します。規定によりクラブから御香典、生花、弔電をお供え致しました。
山本会員より一言ご挨拶がございます。
★定例理事会報告
5 月定例理事会における決議事項につきましては、電磁理事会にて書面決議とさせていただきました。
5 月度週報に掲載しておりますが、あらためましてご報告致します。
第 1 号議案：ブロードビーチへの語学研修生について
今回は新型コロナウイルスの影響の為、募集しないことが承認されました。
第 2 号議案：会長幹事慰労例会について
親睦活動委員会からの事業計画書（案）が承認されました。
第 3 号議案：事務局内のパソコン購入について
サポート期間終了の為、備品費より購入することが承認されました。
報告事項：予算の推移実績報告
本日はロータリー創立１１５年と１００日にあたります。
笠岡ロータリークラブは創立６３年と３５０日にあたり第３１３１回の例会です。
★幹事報告
＊ガバナー事務所より
・ガバナー月信 vol.9～vol.12 を配布しております。
・6 月のロータリーレートは 1 ドル＝108 円です。
＊例会変更と取止め：高梁 RC、玉島 RC
＊月報・週報：岡山南 RC
＊その他連絡
・ロータリーの友 3 月号、4 月号を配布しております。なお 5 月号、6 月号は合併号として後日届きます。
・笠岡国際交流協会創立 20 周年記念誌を配布しております。
・6 月 9 日（火）定款、細則の変更について臨時総会を開催致します。
・例会終了後、定例理事会を開催致しますので理事・役員の方はお残り下さい。
★委員会報告
楠親睦活動委員長：4 クラブゴルフ大会の案内、出欠確認書回覧
日時：令和 2 年 6 月 28 日（日）8 時 40 分スタート 場所：吉備カントリークラブ
★誕生日・結婚祝い
誕生日（3 月）
：吉岡洋介君・武田恒雄君・山名照知君
結 婚（3 月）
：金平康弘君・山本直樹君・坂本達也君・津田謙二君・原田一成君・片岡靖隆君・
枝木亮大君
誕生日（4 月）
：金平康弘君・塩飽繁樹君・松尾明君・藤井幸治君
結 婚（4 月）
：青山典雅君
誕生日（5 月）
：楠隆行君・団迫亮紀君
結 婚（5 月）
：宮島厚介君・廣井恭允君・西江道也君・西山義正君・松尾明君・坂本亮平君・
今井裕一君
誕生日（6 月）
：宮島厚介君・長鋪慶明君・山河敏幸君・水川創壌君・久我久徳君・坂本亮平君
結 婚（6 月）
：大山桂之君・小見山直己君
★出席報告
会員数(出席免除者)
出席者数(出席免除者)
出席率(%)
36+（14）＝50
31+（10）＝41
89.13%
当日欠席者（5 名）桑田由香里君・小堀秀男君・吉本仁志君・大山桂之君・坂本亮平君
★ＳＡＡ
小笠原和壽君・西山義正君・藤井幸治君・坂本達也君：例会が再開出来ることに感謝致しますと共に会員
の皆様が無事に出席して下さることが何より喜ばしく思います。皆様、これからも御身体には気をつけて
元気にロータリー活動をしましょう。
中田智明君：所用により早退致します。

★プログラム：西山副会長、坂本副幹事「次年度の活動方針」
★ゲスト
:おられません
★ビジター ：おられません
★プログラム予定
6/16
理事、委員長「一年を振り返って」
6/23
会長、幹事慰労例会
6/30
例会取り消し
★行事予定
6/28
4 クラブゴルフ大会（吉備カントリークラブ）
★配布物
週報（メール）ガバナー月信 ロータリーの友 笠岡国際交流協会創立 20 周年記念誌
四つのテスト : 真実かどうか みんなに公平か 好意と友情を深めるか みんなのためになるかどうか
★各種行事

本日のプログラム

コロナ対策

検温・アルコール消毒

会長挨拶

山本義和会員ご母堂様葬儀御礼挨拶

コロナ対策 スクール形式座席

コロナ対策 スクール形式座席

3 月お誕生日御祝

４月お誕生日御祝

3 月～6 月御結婚御祝

５月お誕生日御祝

西山副会長「次年度活動方針」

6 月お誕生日御祝

西山副会長「次年度活動方針」

3 月～6 月御結婚御祝

西山副会長「次年度活動方針」

