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こんにちは。先週、政府の決断で小中高校を休校にす
る旨の指示が出ました。三条市は 4 日からの休校とす
るそうです。そして、新型コロナウイルス感染者が新潟
市にも発生しました。いつ身近で感染が起きてもおか
しくない状態になってきました。
〔注・この日の午後、
市内企業から感染者発生の発表。それを受けて前倒し
３日より休校の措置となった〕
そして、国際ロータリー及び第 2560 地区から、感
染症対策基本方針が出されました。
（別記参照）
これを受け、今ほど、３月定例理事役員会に於いて、
下記を決定しました。
●３月 9 日、16 日例会を休会とする
●３月 23 日例会に関しては諸々の状況を見つつ決定
する〔3/5 休会と決定〕
●４月 20 日市内４RC 合同例会は中止とする
取り急ぎ、連絡いたします。
********************************************
【2020 年 2 月 26 日通達】
国際ロータリー第 2560 地区
関係各位
2560 地区ガバナー 大谷光夫
同
地区幹事 本山秀樹
日頃の関係各位のロータリー活動に敬意と感謝を申し
上げます。
ご承知の通り、新型コロナウイルスの猛威は日々深刻
さを増しています。昨日、2 月 25 日、政府より新型コ
ロナウイルス感染症対策基本方針が発表されました。
それを受け、当地区におきまして感染症のピークアウ
ト又は終息宣言が出されるまでの期間下記の対応策を取
って頂く様、関係各位にお願い申し上げます。

１．イベントの開催について、実施判断は実行委員会に委ね
ますが開催の時期、規模、必要性について再検討を頂き開催
する場合は、マスクの配布、アルコール消毒液の準備配置な
ど感染防止対策を十分にとって新たな感染クラスターとな
らない様お願い致します。
また、会員以外の招集は極力避けていて頂く様お願い致し
ます。
特に、未成年者、留学生の招集には注意を払ってください。
2．青少年交換留学生、米山奨学生の安全確保につきまして
は RIJYEM からの通達『 COVID-19（新型コロナウイル
ス）対応について』に従った対応をお願い致します。
3．委員会などの会議開催について、開催判断は各委員長の
判断にお任せ致しますが、濃厚接触となる懇親会は極力避け
出来る限り短時間で終わる様、配慮願います。
以上、取り急ぎ当地区の新型コロナウイルス対応策を連絡
致します。
以上
********************************************
【2020 年 2 月 27 日通達】
国際ロータリー第 2560 地区大谷年度・佐藤年度
各委員長、ガバナー補佐、クラブ会長、幹事各位
ガバナー
大谷 光夫
ガバナーエレクト 佐藤 真
国際ロータリー第2560地区新型コロナウイルス緊急対応
の件
前略 日頃は第 2560 地区ロータリー活動の活性化にご尽
力賜り、厚く御礼申し上げます。
さて掲題の件につきまして、
新型コロナウイルスは日を追
って拡大方向となっておりまして、緊急事態対応として、今
後の第 2560 地区運営の在り方につきまして、下記 RI 理
事会推奨に準じ活動していただきたくお願い申しあげます。
※各クラブの例会、理事会、各委員会等、各クラブの諸活動
につきましてはクラブ会長のご判断で適時実施をお願いい
たします。実施の場合、マスク、アルコール消毒、手洗い等
の予防徹底をお願いします。
草々
記
この度は、
新型コロナウイルスによる新型肺炎による現在
の状況を受け、地区会合、研修、行事への影響に関してご連
絡しております。

国際ロータリー会長 マーク・ダニエル・マローニー（米国）
第2560 地区ガバナー 大谷 光夫（高田）
第４分区ガバナー補佐 三本 進一（見附）
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現在、新型肺炎の感染者数が増加し、新たな感染も日々確認さ
れていることを受け、国際ロータリー理事会は、会員の意欲向上
と次期リーダーの準備のために細則で定められている地区会合
について、各地区で柔軟に対応することを認めることとなりま
した。 政府によって会合の自粛要請または禁止令が出ている場
合、
あるいは地リーダーが妥当であるとみなす場合は、
2020 年
6 月 30 日以前に予定されている会合に関して以下の選択肢等
をご検討ください。
●地区大会：
・必要に応じて、6 月末まで会合を延期するか、中止する。
地区大会で行われる投票や決議は、郵便投票で行うことができ
る。
会長代理が地区大会に派遣される場合、地区大会に関する一切
の変更について、米国本部会長室へ E メールで連絡する。
（presidential.services@rotary.org）
●地区の研修会合（会長エレクト研修セミナーと地区研修・協議
会を含む）
：
・オンライン研修を開き、以下の推奨事項等を検討する。
ロータリーのラーニングセンターにある関連コースを完了する
ことを奨励する（コース一覧にあるリンクからコースを直接開
くことができます）
。
ロータリーの戦略計画、各役職の役割と責務、次年度の目標につ
いて研修するために、1 時間のオンライン会合を少なくとも 3
回実施する。出席要件を含め、地区研修会合について定められた
他のすべての要件を満たす。
・6 月末まで研修を延期する。
国際ロータリーでは現在、オンライン研修実施の参考となる
資料の作成にあたっており、利用が可能となり次第、直ちにお知
らせいたします。地区会合の延期または中止に伴う費用は、地区
のご負担となることにご留意ください。このため、行事に関連す
る契約事項を確認し、費用面で生じる義務に関して地元の法律
専門家とご相談ください。 ご不明な点がございましたらご遠慮
なく当方にご連絡ください。貴地区のロータリアン、ローターア
クター、プログラム参加者の安全とご健康をお祈りいたします。
よろしくお願いいたします。

◆本日の出席：48 名中 26 名
◆今年度の累計出席率：84.29％
◆先週のメークアップ：
▶2/19 三条 RC 西潟精一 坂井範夫 坂本洋司 野島廣
一郎 永井篤利 田中康之 船久保孝志
▶2/20 三条市共同募金会会議 荒澤威彦
▶2/25 三条北 RC 西潟精一 星野健司 永桶俊一
船久保孝志 坂本洋司 渡辺俊明
▶2/27 三条東 RC 広岡豊樹 船久保孝志 星野健司
坂本洋司
西潟精一

◆幹事報告 長谷川直哉幹事
●RI2560 地区事務所より 地区行事中止のお知らせ
○新会員セミナー 3/7 中止
○米山奨学生終了式・懇親会 3/7 中止
◎ＰＥＴＳ（会長エレクト研修セミナー） 3/14 中止
送付資料にて研修（銅冶・石山）
◎米山カウンセラー研修会 3/28⇒4/1８留学生ｵﾘｴﾝﾃｰｼ
ｮﾝと同時開催へ （平松）

●2020 年３月のロータリーレート

◆理事役員会報告
日時：2020 年２月３日（月）
12 時 10 分～12 時 20 分
会場：三条信用金庫 3 階ロビー
出席：14 名中 9 名（定足過半数）
議事１．感染症対策について 3 月休会…承認
議事２．寄付会計（R 財団、米山、スマイル）
について
…承認
議事３．FM はーと 広告見送りについて…承認

ニコニコボックス
3/2 6,000 円 累計 351,000 円
荒澤会長「流行病（はやりやまい）にお気をつけ下さ
い」
長谷川幹事「皆さま、連日新型コロナウイルス騒ぎで
お疲れさまです。当クラブのメンバー皆様
に大きな被害がないことを願います」
銅冶君、大渓君、田代君「BOX に協力します」
吉沢君「BOX にご協力ありがとうございました」

今月の「ロータリーの友」誌より
（３月号：平松修之クラブ会報副委員長）
（ＲＩ会長メッセージをご紹
介いたしました。
）

