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会長メッセージ
新型コロナウィルスのパンデミックがいまだに世界中
に広がっております、とりわけ新興国、途上国での感染
が拡大しており深刻な状況となっております。
日本国内では徐々に感染者数も減少に転じ、政府は
２５日にもすべての都道府県の緊急事態宣言を解除す
る見通しです。
愛知県ではすでに１５日より外出自粛要請を解除して
おりますがロータリークラブの例会は３密になる要素
が多いためすべてのクラブが５月末までの例会を休会
としております。
しかしながら、このところの愛知県の感染者はほとん
ど出ていないこともあり、５月２２日に理事会を開き、
６月からの例会の再開を決定しました。
再開の決定につきましてはホテル側とも協議をし、例
会場を広い部屋に変更しテーブル配置もソーシャル・デ
ィスタンスをとるよう変更しマスク着用など感染防止
対策をしっかりとることが前提となっています。
従いまして、６月５日の例会には皆さんの元気なお顔で
お会い出来ますこと楽しみにしております。
このパンデミックが一日も早く終息することを心よ
り願っております。

３月の誕生日祝福
１日才本君、棚橋君夫人、3 日三枝樹君、
5 日野崎君夫人、8 日山田(胖)君夫人、
吉田(守)君夫人、15 日山川君夫人、
18 日田島君夫人、19 日寺本君夫人、
24 日平松君、27 日岡本君、29 日藤原君、
31 日神谷君

３月の結婚記念日祝福
２日杉江君、4 日河野君

幹 事 長 瀬 廣 幸

広報･雑誌・会報委員長 加 藤 茂 春

R.I．会長 マーク・ダニエル・マローニー

4 月の誕生日祝福
2 日髙村君、3 日山田(豊)君夫人、
4 日梅田君夫人、5 日橋本君、6 日山内君夫人、
11 日田島君、吉田(守)君、19 日渡辺君夫人、
27 日福西君、28 日高村君夫人、29 日山内君、
箕浦君

４月の結婚記念日祝福
１日野村君、2 日早瀬君、高橋君、5 日山川君、
10 日梅田君、13 日鈴木君、15 日山田(豊)君、
平松君、20 日柳澤君、26 日沼野君、
29 日室原君、30 日吉田(利)君

５月の誕生日祝福
２日柳澤君夫人、藤掛君夫人 5 日中井君夫人、
7 日高橋君、13 日平松君夫人、21 日久留宮君、
22 日遠藤(武)君、24 日加藤(茂)君夫人、
26 日山田(幸)君夫人、28 日中村君

５月の結婚記念日祝福
5 日山田(章)君、6 日住田君、菅君、
9 日松本君、10 日藤原君、11 日棚橋君、
12 日小島君、13 日関口君、17 日三枝樹君、
山内君、長瀬君、20 日野崎君

幹事報告
１．５月 RI レートが１ドル１０７円に変更にな
っております。財団寄付などに関係して参りま
すので、ご参考にして下さい。
２．今後の例会予定です。
６月 5 日(金)
第１２回理事会（例会前）
創立５４周年記念例会
第 3 回クラブフォーラム
次年度クラブアッセンブリー（例会後）
６月 12 日(金) 今年度最終例会
次回例会は ６／５(金) 創立５４周年記念例会
を予定しております。
皆様どうぞお気をつけて、ご自愛くださいませ。
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第 6 回臨時理事会（４月 20 日）
１．今期例会中止による未使用分例会費の取り扱いに
ついて→ 新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事
態宣言発令を受け、今年度は例会中止が現時点で８回
あり、それに伴い例会食事費が使われない状態となっ
ている。この未使用分の使途につき、審議をお願いし
たい
【審議案】
1) 未使用分を「特別繰越金」として翌年度の収入と
し、会員１人当たりの金額に換算して、翌年度の年会
費をその分減額する。→ 厳密には例会食事費は会員
数の７０％で１回５０食として計算されているため、
その割合を按分して計算する。
2) 事務局移転費用（原状回復修繕費等）として充当
する。→ 事務局移転費用は、特別会計から支出する
ことと理事会で決定されているが、この未使用分の一
部をその費用として宛てる。
3) コロナウイルス関連の医療機関等に寄付・寄贈支
援を行う。→ 現時点で具体的な支援先・方法等は決
定されていないが、ロータリークラブとしてできる社
会貢献費用に充てる。
4) その他
ぜひいいアイディアがあればお寄せいただきたい
２．入会希望者承認の件
入会希望者につき、会員選考委員会での審議の結
果、入会を了としたので、理事会にて承認を賜りたい。
→ 全会一致にて承認。会員各位より異議申立を受け
付ける。

第７回臨時理事会（5 月７日）
① 審議事項
1.コロナウイルス感染拡大に伴い、愛知県の緊急事
態宣言の期限が５月末日まで延長された状況に鑑み、
５月末までの例会（５月２２日および５月２９日）の
開催を【中止】とする件の可否について、審議を
お願いしたい。→ 賛成多数により、５月末までの例
会を【中止】とする。
② 報告事項
１．今期例会中止による未使用分例会費の取り扱いに
ついて→ 先回各位からご意見を頂戴した本件につ
き、結果は下記の通り
1) 翌年年会費減額案 － ４名
2) 事務所移転費用案 － ６名
3) 寄付・寄贈支援案 － ２名
4) その他 － ２名
上記いずれの選択肢も過半数には至らない結果とな
った。本来ロータリークラブの年会費は、たとえ退会
する場合においても返金の対象とならず、
「奉仕団体」
としての活動を維持・継続させるために使用されるも
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のであるという原則を踏まえ、さらに検討を重
ね、後日あらためて案を提示したいと考えており
ますので、その上でご審議いただきたい。
２.2020－2021 年度資金収支予算および事業実
施予定の件
→ （上記審議事項第 1 号議案に関連いたします
が）本来であれば、５月２２日に理事会を開催し
て審議すべきところ、現時点において開催が確約
できない状況であり、次年度の予算および事業予
定は早急に確定すべき事案であるため、事前に資
料をお送りし確認・精査いただいた上、後日ご審
議いただく。

第 11 回理事会議事録
と き 5 月 22 日(金)13：30
ところ 17 階「楠」
出席者 芹澤会長以下 12 名
① 審議事項
１．2020-2021 年度 資金収支予算及び事業実施
予定の承認について
⇒ 高田エレクト・村田副幹事より説明
質疑応答後採決し、全会一致にて【承認】
２.６月５日並びに 12 日の例会開催について
［予定］６月５日
第 12 回 理事会 (例会前)
創立５４周年記念例会
第 3 回 クラブフォーラム
次年度 クラブアッセンブリー（例会後）
６月１２日 － 今年度最終例会
※［形式］ソーシャル・ディスタンスに配慮し
スクール方式で着席し和食（割子弁当）にて
対応のため、事前の出欠を確認する
⇒ 全会一致にて【承認】
３．今期例会中止に伴う未使用分例会費の取り扱
いについて
これまでの臨時理事会において議論を重ねた
が採決するには至らず、仮に上記２回の例会を
開催した場合の未使用分例会費は概算合計で
「200 万円」が残る形となる。
この分の取り扱いにつき前回の意見を参考に
勘案した結果、以下の案を上程したい。
(案) 「名古屋掖済会病院」および「中部ろうさい
病院」に医療用防護（アイソレーション）
代替ガウンを作製し、寄贈する
※１着 約 2,420 円 ⇒ 約 800 着分
納期 ⇒ 6/20 頃
⇒ 全会一致にて【承認】
次回例会時に芹澤会長より説明。

４．事務局保管の「あゆみの箱」について
以前より保管していた「あゆみの箱(募金
箱)」の募金残額の使途につき、審議をお願
いしたい。
⇒ 残金をニコボックスに入金する。
５．退会の申し出について
（福島 靖人 君，関口 宗男 君）
⇒ 全会一致にて【承認】
６．未充填職業分類抹消について
未充填職業分類の抹消期限（３年）のため、
以下５件の抹消につき承認を賜りたい。
生命保険、循環器科医、ゴム製品製造
木材加工機械配布、電気設備機械製造
⇒ 全会一致にて【承認】
② 報告事項
１．クラブ歌ＣＤについて
6 月５日の例会を「創立５４周年記念例会」
とし、その際に全員に配布する。
２．事務局移転状況について
去る５月１５日に長瀬・村田立ち会いの下、事
務局にて第２回引き継ぎを完了し、今月内に
事務局室より用品の撤去等を行う予定であ
る。なお次回例会開催時より、MBS の方にも
受付に立っていただく。
また、来週６日(土)に野崎君、岡田君のご協力
を得て、事務局内の備品、要保管文書を MBS
へ移管するための搬出作業を行う予定であ
り、事務局である 2222 号室は１２日最終例
会終了時点で閉鎖する。

学友によるマスク支援続々
ここ数日、全国的なマスク不足が解消されつ
つあるという報道を目にするようになりました
が、これまでに多くの米山学友が続々と、母校 や
ロータリークラブへ“恩返しのマスク”を寄 贈し
ています。 神戸大学へ 大学附属病院などでマス
クが不足 しているとの声を受け、神戸大学留学
生西日本 同窓会の会長をつとめる米山学友・陳
林さん （中国/2003-05/芦屋 RC）ら元中国留学
生が 4 月 21 日、大学に 2 万 5,000 枚のマス
クを寄贈。
慶應義塾大学と世話クラブへ 中国・上海の元
留学生ら 22 人と、上海三田会・旧友会会員 78
人からの寄付金などにより、中国でマスク 6 万枚

を調達し、4 月中に大学へ届けました。その一人
である米山学友、肖慧潔さん（2008-09、現在：
東京米山ロータリーＥクラブ会員）は、奨学生時
代の世話クラブ・東京白金ＲＣや、既にクラブを
退会したカウンセラーにもマスクを送付。同クラ
ブでは希望する会員・現米山奨学生・交換留学生
（候補）に配布したほか、 約 1,000 枚を地元の
医療機関へ寄贈する予定です。林観照会長は「今
回、思いがけず昔の米山学友からマスクを寄贈い
ただき、大変感謝しています。米山奨学事業の絆
が形として現れたと思います。これからも奨学生
をきちんとサポートしてまいります」と語ってく
ださいました。
台湾学友会 関西米山学友会元会長・何玉翠さ
んが発起人となったマスクの共同購入に、日本
国内の学友個人や学友会、ロータリアンら多く
が参加しました。台湾米山学友会も会員からの
寄付でこれに出資し、購入したマスク 3 万枚を
北海道名寄市役所へ寄贈するほか、同学友会の
郭錦堂理事長が所属する台中文心ＲＣが日本の
相模原中ＲＣと豊田中ＲＣへそれぞれ 10,000
枚を寄贈予定です。
ロータリアンからも感謝の声 全国に緊急事態
宣言が出された夜、第 2640 地区元地区米山奨
学委員長の京谷知明氏のもと へ米山学友から
「何か出来 ることはな いか」と打 診がありま
した。マス ク不足の現状を伝えた ところ、学 友
有志がマスク 2,000 枚を苦心しながら調達し、
堺フェニックスＲＣへ寄贈。同クラブはそれを地
元の高齢者福祉施設とクリニックへ、フェイスガ
ードとともに寄付しました。京谷氏は 「マスク
と一緒に温かい気持ちを受け取り、クラブ一同、
感謝の気持ちでいっぱい」と、語ってくださいま
した。
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今後の例会予定
創立 54 周年記念例会
第 3 回クラブフォーラム
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