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例会プログラム
特別休会 3 月 19 日
（新型コロナウイルス感染予防のため）

会長の時間
2019－2020 年
第 62 期 中津川ロータリークラブ

会長

吉川

義康

『 新型コロナウィルスの
感染拡大について』

4 月上旬 南木曽町読書川向にて

撮影 原 眞平君

と述べる一方で、依然として「制御は可能だ」とも述べ、
現在、世界中を震撼とさせている新型コロナウィルス
の感染拡大が依然と続いています。
３月１１日、７時時点で、日本人の感染者数は５６８
人、そのうち死亡は１２名です。昨日からは５４名もの
感染者が新たに増えました。世界では、１１２，４９２
名がこの新型コロナウィルスに感染し、３，９９６名が
亡くなっています。中国をはじめイタリア、イラン、韓
国が大流行し、イタリアでは全土で国民の移動禁止令が
出ています。岐阜県では大垣市に住む方が２名感染し、
愛知県では８４名が感染しました。この病気の特徴は若
い人が症状を出さずに何日間も新型コロナウィルスを
保有したまま行動し、知らないうちに第三者に感染させ
てしまうといったことです。
過去に同じようなコロナウィルス集団感染として、２
００２年に重症急性呼吸器症候群（SARS）２０１２年に
中東呼吸器症候群（MERS）が大流行しました。コロナ

各国に感染拡大防止に向けた取り組みを放棄すること
のないよう求めています。
国内では、２月２５日に政府が対策の基本方針とし
て、イベントや文化行事などを２週間程度の自粛要請を
行ったところですが、本日で２週間が過ぎました。そし
て、さらに１０日間は継続するようにとの要請です。私
達のロータリー活動も例外なく影響を受け、各事業や例
会は中止しております。３月２日には第２６３０地区の
辻正敏ガバナーが国の基本方針の遵守及び例会の自粛
を要請されました。
この先このような状態がいつまで続くのかは誰も分
かりませんが、世界経済が停滞し、極めて深刻化する状
況であります。今、私達のできることは、国の基本方針
を確実に遵守して１日も早く新型コロナウィルスの感
染拡大を防ぐことしかありません。油断することなくし
っかり実践しましょう。

ウィルスの発生源はいずれもコウモリに由来する可能
性が高いと言われています。
ＷＨＯ（世界保健機関）のテドロス事務局長は９日、
新型コロナウィルスの感染拡大を受けて「パンデミック
（世界的大流行）の脅威が非常に現実味を帯びてきた」

おしらせ
ロータリーレート

2020 年 3 月

110 円/米ドル
（２月

110 円/米ドル）

★数年ぶりに会場に来ました。本日は先日の健康診断

3 月のお祝い

の卓話をさせて頂きます。又、２月２３日に古希を

結婚記念日

迎えました。
ひさ え

田口清男君

３月 ２日

★田口さんの卓話を聞きに来ました。

黒栁昌可君 和枝さんご夫妻

３月 ３日

★田口先生例会お久しぶりです。本日の卓話よろしく

鈴木雅彦君 さおりさんご夫妻

３月 ４日

岡山金平君 久江さんご夫妻
かずえ

ゆうこ

波多野一夫君 裕子さんご夫妻
ち

か

こ

木下雅則君 千雅子さんご夫妻
のりこ

垂見匡高君 典子さんご夫妻
はる み

お願いします。

可児 力君

３月１２日

★本日の卓話田口清男さん、よろしくお願いします。

３月１２日

原 眞平君

３月１５日

小倉長門君 治実さんご夫妻

丸山輝城君

３日２５日

★本日の田口先生の卓話拝聴できず申し訳ありません。
たぶん私の体はボロボロですが、まだまだ頑張りたい
と思いますのでよろしくお願いします

前回の記録
卓話

2 月 27 日

田口クリニック 田口 清男先生
演題「健康診断の結果について」

田口義也君

★田口先生お久しぶりです。お話楽しく拝聴します。
長野和夫君
★田口先生卓話を拝聴します。

鶴田 温君

★本日の例会卓話担当は職業奉仕委員会です。田口ク
リニック院長の田口清男様に先日の健康診断の結果
を踏まえての卓話をして頂きます。田口先生よろしく
お願いします。

麦島寛也君

★田口先生卓話拝聴します。

酒井康孝君

★松田さんへの紙上卓話をさせて頂きました。ご一読
下さい。

桂川邦俊君

★先日父の葬儀にはたいへんお世話になりました。
職業奉仕委員長
麦島寛也君

田口クリニック院長
田口清男先生

松田幸博君

★ふぐ祭りを無事開催する事が出来、ありがとうござ

出席報告
2 月 13 日 補正出席率
38／66 名

57.57％

2 月 27 日 ホームクラブ出席率
34／67 名
例会運営委員長
原 眞平君

ありがとうございました。

いました。中津川市旅館・ホテル同業組合の組合長に
就任致しました。皆さんにお祝いのお言葉を頂きあ
りがとうございました。

小縣一夫君

★田口先生の卓話謹んで拝聴いたします。 山本 亮君
本日の申告 59.0（累計 810.5 ポイント）

50.75％

会員総数 75 名うち出席免除 9 名

前回の記録

3月

1日

メ-キャップ
市岡孝之君、安藤正樹君
吉村敏博君

（中津川センターRC）

東濃歌舞伎鑑賞例会はコロナウイルス感染予防のため中止

（2630 地区チ-ム研修セミナ-）

前回の記録 ３月１０日

ニコボックス
★２月１４日にご逝去された松田

３ＲＣ合同例会はコロナウイルス感染予防のため中止

周一パスト会長に謹んで哀悼の
意を表します。

2 月度 理事会議事録

本日は職業奉仕委員会担当で、
先日実施した「健康診断の結果
につて」田口クリニック 田口清
親睦副委員長
佐藤 均君

男先生から卓話を頂きます。よ
ろしくお願いします。

会長吉川義康君、副会長間龍一郎君、幹事安藤正樹君

2020 年 2 月 27 日 13：35～
場所：商工会議所２F 会議室
【出席者】 吉川義康、間龍一郎、長野和夫、前野求重、
安藤正樹、市川 誠、山本 亮、麦島寛也、
酒井康孝、鈴木康之
１．議 題
１）３月１９日

普通例会 卓話鈴木克明様（郷土史研究家）

「中津川の東山道」 ／情報・研修委員会担当
２６日普通例会 卓話 関正樹先生
（児童精神科医）

／特命・社会奉仕担当

（３月２８日(土)の地区補助金事業の講師）
４月 ２日⇒３月２８日(土) 関正樹先生講演会
「学童期から思春期の子育て」に移動

参加予定：会員３４名・夫人１５名・事務局１名 計５０名
収入の部

予 算

予 算

備 考

親睦委員会補助金 727.131 飲食代

475,200 ＠9,504×50名

職場訪問関係費

40,000 交通費

149,330 バス代他

例会食費

50,000 車内軽食
車内 酒つまみ

受付 12:50～、講演 13:30～15:00
商工会議所ホール／特命・社会奉仕担当
９日＝家族例会 キリンビール滋賀工場
／職業奉仕・親睦委員会担当
１６日＝普通例会 卓話 新会員２名、鳴海パスト会長

支出の部

合 計

40,000 50名分
50,000

旅行傷害保険

15,000 ＠300×50名

予備費

87,601

817,131

合 計

817,131

☆承認

／会員増強委員会担当
２３日＝普通例会 クラブフォーラム

５）ゴールド会員・シルバー会員の申請について

「地区研修･協議会」報告／会長エレクト担当
３０日⇒５月３日（日）中山道祭り六斎市に移動
六斎市本部（本町）9:00～
☆承認
２）新年家族例会 決算について

／親睦委員会

／幹事

今期では、ゴールド会員の資格を得られる会員はおられませ
ん。

☆承認

６）第６３期「役員理事指名委員会」及び「正副委員長及び委
員の配属」等について

／会長エレクト
☆承認

１月２３日（木）「パルティールＡＩ」１８：３０～
出席者 会員４８名（Ｇ会員１名含む)＋夫人１８名＋事務局 計６７名
収入の部
親睦委員会補助金
ビンゴ券
合 計

予 算

決 算

895.000

911.869

35.000
930.000

備 考

７）３月・４月度理事会について

／幹事

３月２６日(木) ３月度定例理事会◆ 例会後 13：35～
４月２３日(木) ４月度定例理事会◆ 例会後 13：35～
☆承認

33.500 @500×67
945.369

８）例会等の開催について
支出の部

予 算

決 算

飲食代

539,000

537,185 @7,700×70
（欠席分 -1,815）

ビンゴ景品

250,000

249,284 熊﨑畜産 56,000,
丸誠物産 99,360
中山道大鋸 36,900
ひかりや 57,024

夫人土産

88,000

92,400 シンビジウム
@4,400×21

アトラクション

50,000

50,000 中津川少年少女合唱団

予備費

3,000
合 計

930,000

備 考

３月 １日 東濃歌舞伎鑑賞例会 → 例会は中止する。
３月１０日 ＡＧ訪問 ３ＲＣ合同例会 → 中止する
恵那ＲＣへ連絡する。
３月１９日以降については、１６日に状況を見て会長が判
する。
☆承認

16,500 ピアノ使用料
945.369 予算より +15.369円

☆承認
３）健康診断 決算について
検査日 ２０２０年１月３０日（木）11：30～12：20例会前に実施
受診者２５名 田口クリニックに依頼
収入の部
血液検査料
合 計

予 算

決 算

110,000

94,091

110,000

94,091

備 考

２．報告事項
支出の部
検査費

予 算
108,000

決 算
92,125

備 考
@3,685×25名

雑費

2,000
110,000

1,966
94,091

看護師お礼
予算より△15,909円

合 計

ａ）三重ＲＣグローバル補助金奉仕プロジェクトの経過報告
／会長

☆承認

４）「春の家族例会（職場訪問例会）」について
／職業奉仕・親睦委員会
開催日時：４月９日（木）１１：３０出発、２１：３０帰着（大型バス）
行き先：キリンビール滋賀工場、彦根城、エクシブ琵琶湖

２月１３日に（公財）ロータリー日本財団を通じて、中津川
ＲＣから援助国としての寄付金５，000ドルを送金した。
このプロジェクトは、第６３期において効果の確認を行うた
め、第６２期と６３期の２年間に亘る事業とする。
ｂ）ガバナーノミニー決定宣言
２０２２－２３度 国際ロータリー第２６３０地区ガバナーノミニ
ー高橋伸治君（岐阜ＲＣ所属）

ｃ）委員会等の日程について
①【次年度】ＧＴＭ実行委員会打合わせ ３月２日(月)は
延期➜４月２４日（金）末廣（１８:３０～）
②新会員及び幹部候補者研修会

３月５日（木）は

第 5 回臨時理事会

議事録

2020 年 3 月 12 日
【ＦＡＸ返信者】 吉川義康、間龍一郎、鈴村正樹、田口義也

延期➜調整中

長野和夫、前野求重、安藤正樹、市川 誠、原 眞平

対象：新会員９名＋新役員理事３名／情報･研修委員会

山本 亮、麦島寛也、酒井康孝、三尾泰一郎、鈴木康之

③【次年度】クラブアッセンブリー３月２６日(木)長多喜１８::00~

１．議題 中津川ＲＣ 例会・行事等の中止・延期に関する件
新型コロナウイルスの流行に伴い下記の例会・行事等を中止・

ｄ）地区等の行事について
①【次年度】３月１４・１５日（土・日）は
延期➜４月１９（日）名古屋名鉄グランドホテル 11：00～
会長エレクト研修セミナー（PETS） 長野会長エレクト出席
②【次年度】地区研修・協議会 ４月１９日（日）は
延期➜５月３０日（土）高山市（会場調整中）13：00～
③【次年度】岐阜東濃グループ次期会長・幹事会

延期とする。
①３月１９日（木）普通例会 卓話（鈴木克明様）→中止
②３月２６日（木）普通例会 卓話（関正樹先生）→中止
③３月２６日（木）３月度理事会 13:35～開催
④３月２８日（土）関先生講演会 → ６月２８日（日）に延期
⑤４月 ９日（木）家族例会 →中止
４月１６日以降については、３月下旬に判断します。

４月２４日（金）中津川商工会議所 15：00～

１４名全員賛成で、☆承認

④中津川四クラブ親睦ゴルフコンペ

例会予定

明智ゴルフ倶楽部 ひるかわゴルフ場
2020 年４月２６日(日) 8:34 より
●登録締切日 3 月 16 日(月) 登録料 5,000 円

３月２６日（木） 普通例会 ⇒特別休会※
関先生卓話

／特命・社会奉仕担当委員会

４月 ２日（木）⇒３月２８日（土）へ移動⇒6/28 へ延期※

新型コロナウイルスの集団感染を防ぐために

関先生講演会

／特命・社会奉仕委員会

４月 ９日（木）家族例会⇒中止※

／親睦・職業奉仕委員会

※新型コロナウイルス拡大防止の為

国内では、散発的に小規模に複数の患者が発生してい
る例がみられます。この段階では、濃厚接触者を中心に
感染経路を追跡調査することにより感染拡大を防ぎます。
今重要なのは、今後の国内での感染の拡大を最小限に抑
えるため、小規模な患者の集団（クラスター）が次の集団
を生み出すことの防止です。※「小規模患者クラスター」
とは：感染経路が追えている数人から数十人規模の患者
の集団のことです。
＜感染経路の特徴＞
◆これまでに国内で感染が明らかになった方のうちの８割
の方は、他の人に感染させていません。
◆一方、スポーツジム、屋形船、ビュッフェスタイルの会食
、雀荘、スキーのゲストハウス、密閉された仮設テントなど
では、一人の感染者が複数に感染させた事例が報告され
ています。このように、集団感染の共通点は、特に、「換気
が悪く」、「人が密に集まって過ごすような空間」、「不特定
多数の人が接触するおそれが高い場所」です。
国民の皆さまへのお願い
◇ 換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間に集
団で集まることを避けてください。
◇ イベントを開催する方々は、風通しの悪い空間や、人
が至近距離で会話する環境は、感染リスクが高いことから
、その規模の大小にかかわらず、その開催の必要性につい
て検討するとともに、開催する場合には、風通しの悪い空
間をなるべく作らないなど、イベントの実施方法を工夫し
てください。
厚生労働省ＨＰより抜粋 令和 2 年 3 月 1 日版

東濃 8 クラブ行事予定
中津川センターロータリークラブ
３月２３日(月) 例会取りやめ※
３０日(月) 通常例会（今後の状況をみて変更あり）
多治見リバーサイドロータリークラブ
３月２４日(火) 移動例会臨時休会（取りやめ）※
３１日(火) 特別休会
４月 ７日(火) 移動例会（花見例会）虎渓山 徳林寺
２１日（火） 訪問例会 コカ・コーラ東海工場
２８日（火） 移動例会 オースタット国際ホテル
土岐ロータリークラブ
３月 ２３日(月) IDM の為移動⇒特別休会※
３０日(月) 特別休会
多治見西ロータリークラブ
３月２６日（木） お祝い例会⇒休会※
４月 ２日（木） ⇒休会※
多治見ロータリークラブ
３月２５日（水） ⇒休会※
瑞浪ロータリークラブ
３月２７日（金） ⇒特別休会
４月 ３日（金） 花見例会⇒通常例会※
１７日（金） 夜間例会⇒通常例会※
※新型コロナウイルス拡大防止の為

