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荒澤 威彦
こんにちは。今にも緊急事態宣言が出そうな日です
が、本日より例会を開始します。今後急な変更があるか
もしれませんが、ご理解ご協力お願いします。
新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより、
国際ロータリーで、ＲＩ2560 地区で、大きな行事が
すべて中止となりました。ＲＩ会長と同エレクト、大谷
光夫ガバナーからのメッセージをお伝えします。
********************************************
【2020 年 3 月 16 日通達】
（抜粋）
2019-2020 年度国際ロータリー会長
マーク・ダニエル・マローニー
2020-2021 年度国際ロータリー会長
ホルガー・クナーク
ロータリアンの皆さま
現在、新型コロナウイルス（COVID-19）が私たち
の生活のあらゆる側面にリアルタイムで影響を及ぼし
ており、ロータリアンは通常とは異なる事態に直面して
います。
「世界を変える行動人」 として自由に動き、会
合を開き、支援の手を差し伸べて世界に関与できること
が最善の状態ではありますが、目下の状況では、一緒に
学び、成長し、そして奉仕することが非常に困難となっ
ています。

今は、
「ロータリーは世界をつなぐ」のテーマを革新的な方
法で示す機会となります。また、私たちは WHO と地元保健当
局の勧告に注意深く従うべきであり、それには、感染を引き起
こしうる不必要な接触を減らすためにクラブの行事や会合を
中止することも含まれます。私たちが注力できることは、恵ま
れない境遇にある人びとが孤立や不安に対応できるよう支援
し、保健当局が現況に対処できるよう支援するなど、各地域社
会での活動となるでしょう。
私たちのほぼ全員にとって、これは前例のない挑戦です。し
かし同時に、人びとと地域社会を導き、世界を良い方向へと導
くための意義ある新しい方法を見つける機会ともなります。
私たちは、地元と世界中で地域社会を守り、かつ強化するた
めに多くを実現する団体の一員であることを、かつてないほど
に誇りとすることができるでしょう。
心を込めて
rotary.org の新型コロナウイルス関連ページをご参照くだ
さい。
********************************************
【2020 年 3 月 1２日通達】
国際ロータリー第 2560 地区ガバナー 大谷 光夫
日頃よりロータリー活動に多大なるご尽力とご協力を頂
き、心より敬意と感謝を申し上げます。
さて、
心配していました当地区新潟県内のコロナ感染者が
3 月 2 日発生、その後、日を追う毎に感染者が増え続けて
います。一日も早い感染ピークアウトを願うばかりですが、
厚労省からは、
もう暫くの期間イベント中止などの自粛要請
が出されています。
そのため、例会、委員会などの中止により事実上ロータリ
ー活動の休眠状態が続いているのが実状です。
今後のロータ
リー活動に対し必要な会議・打合せ等は会議の内容、開催方
法など感染予防に留意し開催して頂く様お願い致します。

リーダーシップが求められる今日、私たちは地域社会
のリーダーとなっており、多くの点において今こそ私た
また同時に会員各位のビジネス活動におかれましても、
ちが必要とされるときとなります。私たちはこれまで、助
様々な支障を来していることと推察致します。
是非、会員の
けを必要としている人びとに迅速に支援を提供するため、
この困難な局面を乗り越えて頂
行動し、協力する能力を証明してきました。それはまさ 皆様の英知と頑張りにより、
くことを心から願っています。
に、現在の世界で必要とされているスキルです。新型コロ
ナウイルスに対する世界的な取り組みは各国での行動に
かかっており、ロータリーには、すべての国と地域社会
で、それらの行動を前進させるための能力が備わってい
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） 事務局
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◆本日の出席：48 名中 27 名
◆今年度の累計出席率：84.05％
◆先週のメークアップ：
▶3/2 クラブ運営会議（松木屋）へ
銅冶康之君 石山昌宏君 熊倉高志君 塩入栄助君
加藤一芳君
▶3/30 幹部会・次年度理事役員会議（松木屋）へ
銅冶康之君 石山昌宏君 荒澤威彦君 熊倉高志君
塩入栄助君 平松修之君 船久保孝志君 太田義人君
木村譲君
▶4/1 市内４RC 次年度会長幹事会（魚長）へ
銅冶康之君 石山昌宏君
◆理事役員会報告
日時：2020 年４月６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：13 名中 11 名（定足過半数）
議事１．今後の例会運営について（感染症対策）…承認
議事２．会員入院見舞について
…承認

ニコニコボックス
4/6 11,000 円 累計 362,000 円
荒澤会長「久しぶりの例会です。机の配置、消毒は事務局に
頑張って貰いましたのでご安心ください」
長谷川幹事「久々に皆さんに会えて嬉しいです。こんな時期
こそ笑顔で過ごしましょう」
坂井君「新型コロナウイルス これからどうなるのでしょう
か？」
西潟君「新型ウイルスに対してはお互いルールを守って対処
して参りましょう」
田代君「皆さんお久しぶりです。マスク不足ですが、使い捨
てマスクは洗って再利用できます。ふきんを消毒
するように薄めた漂白剤に漬け置き洗いしてすす
いで乾かせば大丈夫です。やってみてください」
銅冶君、大渓君、野島君、野崎君、熊倉君
「BOX に協力します」
渡辺和宏君「早く普通の生活に戻りますように！
BOX にご協力ありがとうございました」

米山記念奨学生
世話クラブに委嘱
平松修之カウンセラーに
委嘱状を伝達しました。
奨学生紹介
ヌル アイナ アフィカ ビンティ アブドゥル ラーマンさん
（Nur Aina Afiqah Binti Abdul Rahman）
マレーシア人 女性
長岡技術科学大学 大学院
工学研究科 修士課程 環境社会基盤工学専攻
温かくお迎えください。宜しくお願いします。

◆幹事報告 長谷川直哉幹事
◆国際ロータリー/日本事務所より
・６月の国際大会(米国ハワイ州・ホノルル)中止
※そのほか、国際規模/全国規模の会合は悉く中止
・東京都内の日本事務所、米山奨学会事務所、ロ
ータリーの友事務所は在宅勤務へ
※「友」誌 5 月号は発行中止（発刊 67 年で初）
◆地区事務所より
・ＰＥＴＳ 及び 地区研修・協議会はいずれも
会合は中止
いずれもＤＶＤ映像と書類による自主講習とし、
レポート提出が求められます。
対象者には、後日、資料配布されます。
PETS＝4/15～4/30 地区協＝5/30～6/30
・米山奨学生カウンセラー研修会、奨学生オリエ
ンテーション・歓迎会は共に開催が見送られ、
６/21 学友会総会と同時開催の見込み（平松）
・マスクの寄贈のお願い＝一部会員より寄贈の申
し出があったため、地区でまとめて医療機関等に
贈ろうというもの。ご無理のない範囲で御協力い
ただける場合は、事務局までお知らせください。
・燕ＲＣより 4 月 25 日開催予定の創立 60 周年
式典は延期（実施時期未定）
・4/12 の村上ＲＣ創立 60 周年記念式典中止
・5/23 の豊栄ＲＣ50 周年式典中止
・5/24 の糸魚川中央 RC40 周年式典規模縮小
◆４月のロータリーレート
１ドル＝１０８円
（前月１１０円）

～お願い～
感染症予防対策に御協力ください
●次の方は、出席を御遠慮下さい。
不安のある方は、くれぐれもご無理をなさ
らないようお願いいたします。
▷発熱、咳など風邪のような症状等がある
▷２週間以内に、発熱や風邪症状で受診や服
薬をしていた
▷２週間以内に、海外、国内感染拡大地域を
訪問していた(同居者を含む)
▷濃厚接触者や経過観察者との接触がある
●会場に入る前に、アルコール消毒、石鹸で
の手洗いをお願いします。
●マスクをご着用ください。お持ちでない方
は咳エチケットをお守りください。
●定期的に換気を行いますので、衣類等での
調節をお願いします。
●状況の変化に応じ、予定変更になる場合が
ございます。
例会案内：4/20 通常例会 会員卓話 広岡豊樹会員

