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母子の健康月間

2020年4月16日
臨時週報
次回 5/14 のお知らせ
■卓話 青少年奉仕委員会フォーラム
井本 万尋 委員長
■新旧合同理事会

4月23日
（木）予定の理事会およ
びノミニー理事会はございません。

会長挨拶
会長

木村 眞敏

皆さん、
お久しぶりです。今大変なことが起きています。
コロナウイルスが世界中に蔓延し、甚大な被害を及ぼしています。
我が日本は当初、相対的に感染者数及び死者数は少ないといえまし
たが、日増しに上記数も激増し、
このままではオーバーシュートとな
り、医療崩壊を来し、欧米のような惨状を呈する危険が差し迫ってき
ました。
そこで、政府は4月7日に緊急事態宣言を発令しました。
同発令により、不要・不急の外出や集会の回避要請が出ました。
そこ
で、当クラブでは、次期例会を5月14日まで延期することになりました
が、その日までに上記感染者等が激減し、上記緊急宣言が取り消さ
れ、安心して例会が開催される状況になっていることを祈念するもの
であります。
さて、4月は、母子の健康月間です。いつものように、四宮ガバナーの

5月6日（水）
まで、太閤園が臨時
休館のため、事務局も休みとな
ります。

ガバナー月信の記事を紹介します。
毎年、5歳未満で命を落とす子供たちは、世界で約590万人と言われ
ています。その原因は栄養失調や適切な衛生設備の欠如、
また適切
な医療を受けられないというものです。
この590万人の中で、約45％の子供たちは生後11月以内でなくなっ
ています。
その乳児死亡の直接的原因は、早産・仮死・感染症です。
し
かしこれらは出産前のケアや分娩時における熟練したケアや、地域
社会における産後のケア等低コストで可能な医療行為により、出産

時死亡率を半分以下に引き下げることが可能だとい

■この週の5月16日
（土）は、地区会員増強セミナー

われています。

がYMCAにて開催予定です。規模を小さくしての開

生後1カ月〜5歳までの子供たちの死亡原因は、肺

催とは聞いておりますが？

炎・下痢・マラリア・はしか等で、
これらも良好な栄養
補給や予防注射など低コストの公衆衛生の改善によ
り予防可能です。

■5月21日
（木）
は、北村薫会員の卓話です。
北村会員よろしくお願い致します。
■5月28日
（木）は、小原会員の初めての卓話の時間

一方で妊産婦、出産後の母の健康を確保することも、

となっております。

乳幼児に与える影響が大きいため、子供の健康を改

小原会員、楽しみにしておりますので、
よろしくお

善するうえで非常に重要です。

願い致します。

ロータリークラブは、
このような視点から、以下のよう

おります。

なことに取組でいます。
教

■6月4日（木）には新旧クラブ協議会が予定されて
尚、6月の卓話の予定は、11日：梅原会員、18日：

育

・医療従事者による避妊教育と避妊具の提供
・HIV母子感染の予防。

丸山会員の予定になっておりますが、北村ガバ
ナー補佐の訪問等の予定が入りますので、変更の
際には迅速に改めて報告させて頂きます。

・現地医療従事者を対象とした医療プロジェクト
研修

4月のお祝い
Congratulations!

衛生環境の改善
・医療器具や設備の提供

●誕生日

・予防ワクチンや抗生物質の提供

上山 英雄 ［ 4 日］

・栄養摂取の為の物質の提供

北村

薫 ［14日］

・水と衛生の改善

上瀬

匠 ［16日］

幹事報告

佐賀野 雅行 ［23日］
戸田 佳孝 ［28日］
幹事 安達 昌弘

■新型コロナウイルスの影響から、会員の皆様方と

●事業所設立記念

は久しくお会い出来てないので寂しい限りです。

村上 俊二

株式会社サンキ［昭和43年］

1日でも早く良い方向に向かっていきますように祈

金森 市造

金森歯科医院［昭和47年］

るばかりです。

福田 忠博 株式会社天満橋鑑定事務所［昭和54年］

5月14日
（木）
の例会が普通に開催されますように。

小林 俊統

小林俊明法律事務所［昭和58年］

そして、みんなが元気な顔で再会出来ますように！

木村 眞敏

木村眞敏法律事務所［昭和60年］

■早速ですがその5月14日の卓話の時間は、井本社

佐賀野 雅行

株式会社ミヤビグループ［平成 2 年］

満村 和宏

堂島総合法律事務所［平成 5 年］

会青少年奉仕委員会担当のフォーラムですので、
例会終了は14時の予定です。
井本委員長、内容の検討をお願い致します。
一緒に考えましょう。
■それから、
この日の例会終了後には早速新旧合同
理事会開催の予定です。
残すところあと1カ月半の木村会長の年度ですが、
悔いの無いように頑張っていく所存ですのでよろ
しくお願い致します。
そして、
ノミニー理事会も思うように開くことが出来
なかった金森会長年度ですが、力を合わせて元の
ペースに戻していって頂きたいと思います。

●結婚記念日
安達 昌弘 ［ 2 日］
栗山 博道 ［ 8 日］
吉田

了 ［ 8 日］

会長エレクト

金森 市造

我が人生74年の中で、経験したことの無い出来事が

事業計画・予算の作成

今現実に起きています。

先日の理事会でお願い致しております事業計画・

まさに、
目に見えない・得体の分からないコロナウイル

予算は、各担当理事にお願い致しております期日

スによる人体に押し寄せる恐怖には、
ただひたすら、

までに事務局に提出して頂きまして、4月20日を目

じっと身を潜ませ、沈静化するのを待ち、
その後に必

途にテレワークにて村上次期幹事と檜皮次期会計

ず得られる平安な日々が来ることを願うばかりです。

担当理事で取りまとめて頂き素案を作成し、各次

会員諸兄におかれましては、
日々見聞する情報を的確

期担当理事に確認の手配をして頂き、4月末まで

に信じ、誰一人として感染者になられないことを祈っ
ております。
とは言っても、明日、我が身に降りかかっ
てくるか？も分かりません。
本当に、
心配なことです。
ところで、
ロータリークラブ活動は、地区内のほとんど
のクラブが3月初頭より、例会はじめほとんどの事業
が延期・中止となっています。
当クラブも、5月中旬の例会まで、休会することになり
ました。

に事業計画・予算を作成したく存じます。
会務運営に係わる提案の相談：
『この項目は、本来ノミニー理事会にて討議を経て
会員諸兄に開示するべきですが、時節柄5月開催
予定の新旧合同理事会での協議を経て、6月理事
会で決議し、7月中の例会で、細則19条細則改正
に基づき次年度から施行したい私の思いから、批
判を覚悟の上、私の一存で相談させて戴きます。』

したがいまして、
2020-2021年度を迎えるに対しての
準備諸般対応の会合等も思うに任せない事情です。
そんな中、4月2日には、第2回ノミニー理事会を開催
し次年度に向けての準備に取りかかっております。
そ
の審議・決議事項については下記にてお知らせ致し

細則第4条第1節指名委員会の項目に、以下の項
目を追加する
「次年度地区委員候補推薦者を指名する」
追加する理由：クラブ一丸となって、地区に出向し
て頂く会員を支持・応援することを

ます。

認知するため

そこで、下記項目は会員並びに各担当理事にご協力
と相談のお願いでございます。

2020-2021 年度 第二回 ノミニー理事会議事録
日 時：2020年4月2日
（木）
場

所：太閤園 2F アメジストルーム

出席者：次年度理事役員
金森・辻（一）
・安達・満村・西田・戸田・辻（義）
・高島・前田・檜皮・村上

以上11名（敬称略）

欠席者：木村・栗山・嶽下

開会の挨拶（金森会長エレクト）
急遽お集まり頂きありがとうございます。
新型コロナウイルス拡大防止の影響を受けまして休
会が続いており、本日は山積している課題につきまし
て審議の程お願いしたいと思います。
ここで2件の報告事項があります。
まず、3月9日付けで地区の方より村橋会員を地区財
団委員会補助金小委員長への推薦の依頼がきてお
りましたが、結果的にこの3月23日に正式にこれを請
け、木村会長を通して推薦するに及びましたことを報
告させて頂きます。

次にニコニコ箱の件ですが、
この収益を例年奉仕事
業に充てておりましたが、現在の状勢も鑑み次年度
は出来るだけお金の掛からない奉仕事業、身体を使
う事業に焦点を当てて考えて頂きたいということです。
以上です。

審議事項
1. 2020〜2021年度

年間行事計画について

定款第8条により、
この年度の例会は47回開催（休日3
日＋休会4回）
とする ⇒［ 別紙参照 ］
尚、第3回ノミニー理事会は4月23日
（木）午後1時40

6. その他

分より開催。
この日の午前11時30分からは北村ガバナー補佐、大

・記念品について

蔭ガバナー補佐エレクトをお迎えする為に理事役員

職業奉仕
（会社創立記念）
は、
「四つのテスト」
の額を

は集合のこと。

贈る。 ⇒［ 承認 ］

先にアナウンスしていた4月16日のノミニー理事会は

誕生日には、
従来通り果物を贈る。 ⇒［ 承認 ］

無しとする。

結婚記念日のお花については、
価格の関係から他の

2. 各委員会次年度年間行事計画について

花屋さんで検討してみる。 ⇒［ 承認 ］

各委員長は、4月9日までに次年度の計画・予算書を提

・ミリオンダラーミールについては従来通り
「ちらし寿

出して頂きたい。

司」
で継続。 ⇒［ 承認 ］

尚、
この内容は4月23日にお見えになる大蔭ガバナー

・米山特別寄付については、
本年度のやり方で継続す

補佐エレクトに口頭で伝える予定にしている。

る
（本人の意向に任せる）
。 ⇒［ 承認 ］

3. クラブ協議会の件

・事務局・ピアニストの雇用契約内容を確立させること

本年度は例会の卓話の時間に行っていたクラブ協議

（前田社会保険労務士にお願いする） ⇒［ 承認 ］

会を、それまでのように例会後の午後1時40分より約

・
「クリスマス家族会」
の名称については、
継続していく

40分間の予定で開催することとする。

意向 ⇒満村親睦委員長

尚、
この40分間というのはあくまでも目安である。

金森会長より一言

⇒［ 承認 ］

とにかくまず例会出席を重んじよう。
例会には出来るだ

4. 名誉会員の件（敬称略）

け出席し、
誰とでも話せるような和やかな雰囲気で進

名誉会員は、現行の5名（伏見隆、針谷紘一、平本道明、

めていきたい。

岩坂壽二、白阪琢磨）に元会長の小林俊明氏を加える

前田SAA委員長に期待しております。

件。 ⇒［ 承認 ］
但し、
これらの名誉会員が名誉会員たるべき理由を何

閉会挨拶（辻一夫会長ノミニー）

らかの形で説明することは必要である。

理事会も初めのうちは決めることも多いしなかなか
スムーズにいかないものであります。

5. ガバナー補佐エレクト第1回訪問の件

今後は更にうまくいくように、理事役員の皆様よろしく

前項①の記述の通り。

お願い致します。
※この議事録は4月2日現在のものです。実際には4月23日のガバナー補佐
訪問、理事会等は中止になっております。

【 20年5月 行事予定】（青少年奉仕月間）
日付

通算No.

今期

ホームクラブプログラム

卓話担当者

7日
（木）

-

-

14日
（木）

1282

32

21日
（木）

1283

33

卓話担当：北村薫会員

28日
（木）

1284

34

卓話担当：小原会員

会議、行事

臨時休会
青少年奉仕委員会フォーラム

青少年奉仕委員会：
井本委員長

新旧合同理事会

RI地区会議行事、
クラブ行事
IMロータリーデー・
フレッシュロータリアンの集い
→中止
春のRYLAセミナー →中止
会員増強セミナー →中止
規定審議報告会

【 20年6月 行事予定】（ロータリー親睦活動月間）
日付

通算No.

今期

4日
（木）

1285

35

11日
（木）

1286

18日
（木）
25日
（木）

ホームクラブプログラム

卓話担当者

会議、行事

RI地区会議行事、
クラブ行事

各委員長・小委員長

新旧合同クラブ協議会 ホノルル国際大会 →中止

36

卓話担当：梅原会員

第1回7月度理事会

1287

37

卓話担当：丸山会員

1288

38

委員会報告

会長・幹事退任挨拶、
下半期新入会員歓迎会、夜例会

木村会長、安達幹事

IM6組会長・幹事会4新旧合同
日程：6/3（水）

