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本日はめでたいなと感じております、それでは乾杯のご唱
和をお願いいたします。乾杯
会食

会長挨拶

池田

誠

会長

皆様、こんにちは。
今日から東クラブの会員として㈱帯広
公害防止技術センター 代表取締役社長
の髙氏英年さんが入会されます。心優し
い先輩が大勢いるクラブですので、これ
からどうぞよろしくお願いいたします。
まずは、ガバナー事務所より2020年７
月九州豪雨災害
（熊本／福岡）
への支援金募集のお願いが来て
おりますのでご協力お願いいたします。また、７月29日には
山形県の最上川が氾濫しかなりの被害が出ているようです。
ただ、寒河江さくらんぼＲＣはそこまで影響はなかったもの
の、周りの市町村には大きな被害が出ているとのことでした。
また、情報が入りましたら皆様にご報告申し上げます。
さて、新型コロナウイルスの影響を受けＲＩ理事会で重要
な決定があり、その件に関しまして７月21日の例会で皆様よ
り忌憚のない御意見をいただきました。そこで、
「ＲＩの決定
事項を受け東クラブとしてどうあるべきか」について皆様の
ご意見を参考に私なりにまとめをしましたのでお話をさせて

於 ホテル日航ノースランド帯広）

いただきます。
ＲＩ理事会での決定報告にかんしては、加藤武志出席・プ
ログラム委員長がわかりやすく活動計画書の委員会方針の中
にまとめていただいております。
１．2020年12月31日まで直接会ういかなるロータリーの会合・
行事も必須としない。
２．
ウイルス流行の為出席を希望しない人は、例会、行事を
欠席することが認められる。
３．
行事運営者は、現地で施工されている保健上・安全上の
規則を全て守り、必要であれば地元の規則よりもさらに
慎重に対応しなければならない。
４．
ガバナーは、2020年の間はオンライン会議を用いてクラ
ブ訪問を行う事を奨励する。又直接の訪問が適切である
場合も、会員の健康と安全に懸念のある場合や不安が伴
う場合には、オンライン会議で行う事を奨励する。
※各クラブに於いては、健康と安全を最優先する運営をお願
い致します。
といった内容です。
これからの話の中では理事会の承認が必要なことも出てく
るとは思いますが、例会でのまとめということでお聞きいた
だければと思います。
基本ＲＩ理事会の決定については従わなければならないこ
とは多くの会員の方が思っているところです。その中で、東
クラブの運営をどのようにしていくことがＢＥＳＴなのか。
2020年12月31日までの間すべての会合行事をオンラインで行
う事についてはやはりロータリーらしくはないし、顔を合わ
せ、親睦を大切にしていくことがロータリーである。出席を
しなくても出席扱いはやめた方がいいし、今まで通りで良い
のではないか。また、コロナ枠やレポートの提出などを考え
てはどうかといったご意見をいただきました。
このことを踏まえた中で、直接会ういかなるロータリーの
会合・行事も必須としないとありますが、会員の健康と安全
を最優先に考え、コロナ禍の状況をみながら会合行事につい
ては予定通り進めていってはどうか。
また、出席についてはＲＩ理事会で認められているため、
コロナ枠として2020年の間は全員出席として取り扱ってはど
うか。ただし、この出席については、理事会の協議承認が必
要だと考えます。
また、準備が必要ですが、通常例会に限ってはオンライン
例会で参加ができる体制を今後作っていってはどうかと思い
ます。
最後に、ＲＩ理事会から松田ガバナーもクラブ訪問はオン
ライン会議を奨励されていますが、今のところ予定通り今月
25日に直接訪問頂き、皆様にお話しをしていただけることと
なっております。
コロナ禍の中ではありますが、会員の健康と安全を最優先

しながら運営していきたいと思いますので、ご協力をお願い
いたします。
以上、会長挨拶とさせていただきます。ありがとうござい
ました。
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益子裕之理事の元３名の会員とと
もにローターアクトがＲＩの会員と
なり、様々な事案が出てくる年にな
ると思っています。
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【新型コロナについて】
板倉 利男 会員
私が所属している道内2000社程の勉強会ではそこではすで
推薦者
西藤 亭 会員
に、300社程が退会をされております。
髙氏君の入会に際し会員皆様のご賛同を頂き誠に有難うご
色々な業種のところに影響がありま
ざいます。宮前さんの遺志を継いで頑張っている髙氏君に是
して、わたしの友人の大阪で飲食業
非仲間になって頂きたいとの思いで連絡させて頂き、快く入
を手広く行っているのですが、大き
会を頂きました。
な痛手を被っているのですが、飲食
の方は20万円ぐらいもらっても何も
ならないのです、存続させる方が大
変なのです。日本がこれほど中国に
依存していたのかコロナになって驚いております、ほとんど
機械部品から食料や医療など驚いております。何を言いたい
かと申し上げますと、国会議員やマスコミにだまされている
のです、なんで状況を国民に早くに知らさないのか、国内の
自給率がこんなに低いのかはわかっていましたが、それを引
き上げるのにはどうすればいいのかを考えるべきであって、
依存していればそれで済むのか、安いところから調達してピ
髙氏会員の所属委員会の発表
ンをはねてそれで済むのか、日本の企業が成り立てばそれで
大塚 正昭 幹事より行う
よいのか、そのことが全部現れたのではないのか、自分の企
髙氏 英年 君 紹介
業を守っていかなければならないのです。自分たちの主義主
５月に執り行いました弊社代表
張はしっかりと主張するということが大事だということを考
取締役会長宮前克則殿の葬儀にお
えてほしい。
かれては、まして皆様方より過分
韓国の教育ではオンラインで勉強を行っているが、日本で
なるお心遣いを頂きましたことを
は行えない状況にある、何もできていないのが現実です。私
誠に感謝申し上げます。諸先輩を
見ですが、人類に対しての神仏の世界からの罰でないのか、
見習って積極的に活動に参加して
こんなことがなければ考えを新たにできないのではないか、
いきたいと思っております。
このことが節目となって、会社の経営も大きく変わるのでは
ないのか、コロナで営業に行けない状態になったが、売り上
げはさほど落ちてないので、今までの形態は何だったのか、
大塚 正昭 幹事
会務報告
今一度自分の会社を見直さなければならないのではないのか、
①帯広東ＲＣ、第３回クラブ協議会開催のご案内
今後の会社にとって大切なものはなにか、わが社はどうある
日 時 令和２年８月４日
（火） 午後６時30分
べきかを考えていかなければならない時期に来ている、そこ
場 所 ホテル日航ノースランド帯広
で考えるのは人材ではないのか、人材ありきで考え将来を見
②・帯広南ＲＣ、８月10日（月）
は祝日のため休会と致します。 据えて若者の意見を取り入れて進んでいかなければいけない
・帯 広ＲＣ、８月12日
（水）
は休会と致します。
ことを認識しました。皆さんもこれからの状況は厳しいが、
・帯広西ＲＣ、８月13日
（木）
は休会と致します。
ピンチがチャンスに考え大手が雇用できない人材を確保でき
・帯広北ＲＣ、８月14日
（金）
は休会と致します。
るチャンスと考えて欲しい。
③帯広東ＲＣ、家族野遊会開催のご案内
日 時 令和２年８月23日
（日）
加藤 昭治 ＳＡＡ
閉会宣言
午前10時：帯広駅集合
場 所 池田ワイン城
※尚、８月18日（火）の繰下げ例会と致します。
池田 誠 会長
点
鐘
④帯広西ＲＣ、家族野遊会開催のご案内
日 時 令和2年８月23日
（日） 午前11時30分
場 所 北海道ホテル
次回プログラム予定
※尚、８月20日
（木）
の繰下げ例会と致します。
令和２年８月11日（火）
⑤帯広東ＲＣ、ガバナー公式訪問例会開催のご案内
「テーブル討論」
（会員増強・ロータリー情報委員会）
日 時 令和２年８月25日
（火） 午後０時～午後１時
【会員増強 , 退会防止について自由討論】
場 所 ホテル日航ノースランド帯広
たかうじ

ひでとし

