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「明るく、楽しく」…友情という絆でつながっている
会長  磯田 隆雄

OTSU RC Weekly

新型コロナウィルス感染防止対策により休会
臨時号　2020．4．14

※例会が休会のため、ご本人の誕生日記念品を事務局にて
お預かりしております。大変ご足労ですがお時間がある
時に事務局に取りに来ていただきます様お願いします。

幹　事　報　告
▪大津ロータリークラブからの連絡事項
　・３月３日㈫開催の理事・役員会承認事項
　　①新入会員候補者推薦の件（１名）
　　②国際奉仕委員会 ２月４日例会事業報告
　　③会場監督　２月14日市内４RC合同例会事業報告
　　④例会運営委員会 ５月12日例会事業報告
　　⑤青少年奉仕委員会 ５月19日例会事業計画の件
　　⑥RYLA受講生推薦の件
　　⑦地区大会における選挙人推薦の件
　　⑧親睦活動委員会　「会員親睦会Ⅲ」事業報告
　　⑨親睦活動委員会　春の家族会事業計画（修正）の件
　・４月７日㈫開催の理事・役員会承認事項
　　①新入会員候補者推薦の件（４名）
　　②新入会員推薦の件（２名）
　　③退会の件（11名）
　　④例会運営委員会 ２月25日例会事業報告
　　⑤例会運営委員会　例会休会の事業報告
　　⑥４月中の例会開催について
　　⑦ロータリー情報委員会　５月26日例会事業計画
　　⑧例会運営委員会　６月９日例会事業計画
　　⑨社会奉仕委員会　ノーカー例会実施日変更の件
　　⑩会場監督 クラブフォーラム・年度末行事事業計画
　　⑪補正予算案の件
　　⑫2020-21年度大津ロータリークラブ運営方針（原案）の件
　　⑬メークアップ対象会議承認の件
　　⑭週報臨時号の発刊について
　　⑮夏季用服装（クールビズ）開始時期承認の件
　　⑯協議事項
　　　新型コロナ対策用の例会運営並びにメークアップについて
　　　新型コロナウイルスによる休会のよる予算余剰金について

「マインツの大聖堂」德田　定弘会員

第2650地区
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公　　示

大津ロータリークラブ細則第14条第1節3項により理事会において承認されました上記2名の方から同4項に従
い入会申し込み書の提出がありましたので同5項により4月14日付けをもって会員の同意を要請致します。
尚ご意見のある方は本日より7日以内に幹事まで書面にてお申し出下さい。

大津ロータリークラブ　会長　磯田　隆雄

「皆様、ご無沙汰しております。お元気ですか」

　陽春の候、会員の皆様にはご健勝のこととお慶び申し上げます。日頃はクラブ運営に、ご協力いただき大変感謝

申し上げます。

　2019-20年度は、～2020年２月までは順調に、「明るく、楽しく」…友情という絆でつながっている テーマのも

と 親睦、奉仕活動を進めていただきましたが、中国の経済成長減速、米中貿易摩擦などによる景況減速、第４次

産業革命の進展など世界経済の不透明感が深まる中、１月後半に中国で発した新型コロナウイルスの世界的感染拡

大、国内感染の拡大のなか、会員の皆様の安全と健康を最優先に考え、RI、国際ロータリー2650地区の指針を参考

に、理事会で審議し、３月３日から例会を休会させていただいております。休会による例会プログラムの中止、下

期情報集会の中止、春の家族会の中止など担当委員会の皆様には大変ご苦労をおかけしております。この間、３月

末には、11名の会員が主に転勤で退会をされました。本来なら例会にてご挨拶を頂くところでありますが、少数の

理事、役員で記念品贈呈をさせていただきました。皆さん滋賀・大津の地で、大津ロータリークラブの会員として

「ロータリーを学び、素晴らしい経験、思い出をつくれた」と、会員の皆様に感謝しておられました。併せて後任

者には、入会を促すと言っていただきました。

　政府は、４月７日、７都府県に緊急事態宣言を発令しました。残念ながら滋賀県も感染者が増加傾向です。

　私たちは、安全、健康が最優先です。不要不急の外出をひかえ、３密（密集、密室、密接）を避け、「今までできなかっ

たこと、今やらなければいけないこと」を実践し、まだまだ時間がかかりそうですが、新型コロナウイルス感染の

難局を乗り越えなければなりません。「朝のこない夜はありません」ストレスが、溜まらないように会員同志の電話、

メールなどでのコミュニケーションをとっていただきながら、頑張りましょう。会員みなさまのご健勝を御祈りし、

ご協力をお願い申し上げます。



新型コロナウイルスの影響による
例会・行事変更一覧

当 初 予 定
変更内容

日　付 曜日 内　　　　　容

３月20日 金 大津中央RC創立35周年記
念例会・祝賀会 中止

３月20日 金 2020-21年度会長エレクト
研修セミナー（PETS） 中止

３月24日 火 例会 休会

３月24日 火 次年度理事・役員会 変更なし

３月16日
～４月28日 下期情報集会 全て中止

３月28日 土 大津RAC第二例会 休会

３月31日 火 例会 休会

４月４日 土 会長・幹事・地区委員長
会議 中止

４月５日 日 地区大会 中止

４月７日 火 例会 休会

４月７日 火 ４月定例理事・役員会 変更なし

４月12日 日 地区研修・協議会 中止

４月14日 火 例会 休会

４月14日 火 次年度第１回クラブ協議
会

当初の４月７日から
日程変更

４月21日 火 例会 休会

４月21日 火 次年度第５回理事・役員
会 変更なし

４月23日 木 滋賀県下RC合同親睦ゴル
フ大会 中止

４月25日 土 春の家族会 中止

４月28日 火 例会 休会

５月２日 土 滋賀県下RC新旧合同会長
幹事会 中止

５月12日 火 例会 休会

５月12日 火 ５月定例理事・役員会 変更なし

５月12日 火 次年度第２回クラブ協議
会 変更なし

５月15日
～17日 RYLA 中止

５月19日 火 例会 休会

５月22日 金 台中RC創立65周年記念式
典・祝賀会

大津からの訪台中止
周年式典は変更なし

５月24日 日 草津RC創立50周年記念式
典・祝賀会 中止

５月26日 火 例会 変更なし

５月26日 火 次年度第６回理事・役員
会 変更なし

６月６日
～10日 国際大会（ハワイ州） 中止

６月13日 土 クラブ会長・幹事・
地区役員の会合

・現時点での予定ですので、今後も変更があるかと思いますが、
その都度お知らせします。

・６月以降の大津ロータリークラブの例会開催については、５
月12日の理事・役員会にて決定いたします。

クラブ状況のご報告
� 幹事　今井 正人

大津クラブの例会は？
　例会は３月３日㈫～５月19日㈫まで休会です。
　５月26日㈫以降の例会再開は５月12日㈫の理事役員会にて決
定します
　ローターアクトの例会も休会です。

大津クラブの会議や行事は？
　理事・役員会（本年度と次年度）は通常に開催しております。
　次年度クラブ協議会も通常に開催いたします。
　情報集会、春の家族会など全ての行事は中止になりました。
　少人数による委員会などは、個別に行われています。

地区の行事や委員会は？
　この時期、地区では次年度等の引継ぎもあり、委員会や研修
が多くあったのですが、地区大会をはじめ、ほとんどの地区行
事、研修、委員会は中止となりました。
　2020-21年度会長エレクト研修セミナーも中止になり、松原
ガバナーエレクトの「ビデオメッセージ」にて対応されます。

他のクラブは？
　全てのクラブの状況を把握しているわけではありませんが、
大半のクラブは例会を休会もしくは時間短縮にて開催をされて
おられます。
　周年式典や周年事業も中止されています。
　その他、国際大会や県下RC合同親睦ゴルフ大会も中止とな
りました。
　県下親睦野球大会は延期になりました。

週報は？
　例会の休会に伴い、休刊しておりましたが、このような時期
ですので、少しでも会員の皆様と情報を共有しなければと思い、
一旦、今月と来月は月１回の発刊とさせて頂きます。

事務局は？
　平常通り開局しております。

　４月７日の理事・役員会にて、標記の件について協議を
いたしました。
　大津クラブの休会が２ケ月以上続き、例会運営費（食事
代等）が消化されない、事業が中止になり、担当委員会の
事業費が消化されない、といった前例のない事態になり、
当初予算が余ってくる見通しとなりました。現時点での試
算では、この予算余剰金は約235万円です。
　この余剰金の使途について理事の方々から意見を頂戴し、
会員皆様の大切な会費が源であることを踏まえ、慎重に協
議を重ねた結果、礒田会長のご提案もあり、ロータリーの
奉仕の精神に基づき、この緊急災害（新型コロナウイルス）
対策の一助となるような使途を検討することになりました。
　協議では、会費の返金や次年度への繰り越しなどの意見
もありましたが、コロナウイルスで健闘していただいてい
る方や医療現場への支援に、との声が多くありました。
　５月12日の理事・役員会で余剰金の使途を検討いたしま
すが、皆様のご意見も反映させたいと思っていますので、
ご意見・ご要望があれば、幹事今井までご連絡ください。

新型コロナウイルスによる休会による
予算余剰金について



今週の写真【マインツの大聖堂】
ライン河・中流の都市、マインツの中心に
位置する大聖堂

訃　報
元会員 平井 友章氏（1978年１月24日～2001年６月30日
在籍）は去る３月31日㈫ご逝去されました。（享年88歳）
茲に謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

■ニコニコ箱
・誕生日自祝 宮崎　君武君
・妻の誕生日を祝っていただいて 宮崎　君武君
 小　　計　　　2件　　10,000円　
 （本年度累計　2,263件　3,597,000円）

チョッと一言
今回のコロナウイルス騒動、私は天が人類に与えた試練であると謙虚
に受け止めております。でも、毎日家にまっすぐ帰るのは、ストレス
が溜まるものですね。まだまだ、修行が足りませんね。� 服部起久央

俳句同好会　 三月句会自選一句集につきましては、次回の会報発刊時に掲載予定です。

木村　　隆

コロナ肺炎にかからないために

　ウイルスは感染者の咳やクシャミの飛沫に含まれていて、それが直接皆さんの、口、鼻、目から入ってきて感染します（飛
沫感染）。また、感染者の身体にはウイルスがくっついており、その人がいろんなものに触れることで、触れたものにも
ウイルスがくっつき、それをあなたが触り、その手で自分の口や鼻や目に触れることでも感染します（接触感染）。
　感染しないためには、出来るだけ他人が触れたものには触らないこと、もし触れたのなら、その手で自分の顔を触ら
ないことです。この「顔を触らない」ために、「マスク」は非常に有用です。ただし、マスクは鼻から顎までしっかり覆
うこと、一度外したら汚染されているので廃棄してください。よく見かけるのはマスクをずらしたり、戻したりしてい
る人。ずらすと、それまで清潔であった皮膚が外界に露出して汚染され、戻すことによって、マスクの内側も汚染され、
そこに口や鼻が触れることで感染します。また、どうしても人間は顔を触るので、何かに触れば、よく手を洗うことを
お勧めします。喫煙される方はタバコのフィルターを触ってしまうことが多いので、喫煙前の手洗いをお勧めします。
　自分の持物やよく触るところへの気配りも大切です。カバンのハンドルや自動車のハンドルやクラッチなど、触った
後にウェットティッシュで拭いておくのも有効です。
　日常生活の中で一番感染リスクが高いのは、食べたり飲んだりする時。マスクを外して無防備になるからです。食事
に他人の咳やクシャミがかからないように注意しましょう。
　元気な人は以上の注意で感染は防げると思いますが、高齢者や糖尿病、高血圧症、心臓疾患、呼吸器疾患のある方は
感染すると重症化するためより慎重になる必要があります。人混みは避けること、特に人の多いところでの飲食は避け
るべきです。喫煙者も肺炎が重症化しやすいらしいので、これを機会に禁煙されることをお勧めします。呼吸器疾患に
対して禁煙は２週間程度で効果が出ると言われています。

2020年３月退会者 （敬称略）
退　会　者 退 会 日 事　業　所　名

小　林　　　弘 ３月10日 東京海上日動火災保険㈱　滋賀支店　支店長
田　邉　伸　彦 ３月10日 住友生命保険相互会社　滋賀支社　支社長
山　本　浩　司 ３月16日 野村証券㈱　大津支店　支店長
畑　野　　　宏 ３月17日 第一生命保険㈱　滋賀支社　支社長
河　野　孝　宏 ３月18日 朝日生命保険相互会社　京滋支社　営業支社長
高　木　　　浩 ３月23日 損害保険ジャパン日本興亜㈱　滋賀支店　支店長
福　田　義　彦 ３月24日 日本生命保険相互会社　滋賀支社　支社長
斎　藤　英　一 ３月27日 株式会社かんぽ生命　大津支店　支店長
𠮷　田　和　行 ３月31日 ㈱ドコモCS関西　滋賀支店　支店長
船　谷　昭　夫 ３月31日 大阪ガス㈱　滋賀地区支配人
財　津　敏　幸 ３月31日 みずほ銀行　大津支店　支店長

社名変更連絡
旧社名：損害保険ジャパン日本興亜株式会社　→　新社名：損害保険ジャパン株式会社

メンバーニュース


