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新型コロナウイルス感染症予防として、しばらく例
会を休会させていただいております。地区事務局等
からのお知らせや当クラブ理事役員会の審議結果
について、臨時号として会員の皆様に配信しお知ら
せ致します。
＜会長メッセージ＞ 田頭会長
皆さま、お元気ですか。新型コロナウイルスの影響に
より、世界中の国が、第二次世界大戦以降最大の危機に
遭遇していますが、ロータリークラブも行事が中止に
なっています。
私は、今は、じっと我慢の時と考えております。仕事
も充分にできない状態が続いておりますが、ワクチン
が出来そうだとか、アビガンが効果あるとか、色々と新
しい情報が入っていています。
何とかこの危機を乗り越えて、6 月になれば、皆さま
と例会場でお会いできることを期待しています。それ
まで頑張りましょう。
＜幹事報告＞ 本瓦幹事
 国際ロータリー日本事務局より
・2020 年 4 月のロータリーレートのお知らせ
＄1＝108 円
 地区事務局より
・地区研修・協議会(5/17) 中止のお知らせ
・第 44 回インターアクト地区大会 中止のお知らせ
・地区事務局在宅勤務実施のお知らせ
勤務形態：4/15 から段階的に開始し 4/20 からは完全
テレワークに移行します。
4/15～4/17
10：00-18：00
4/20～
9：00-17：00
連絡方法：お電話・FAX による対応は叶いませんので
必ず E-mail でご連絡をお願い致します。E-mail アド
レスは従来通り info@ri2710.com とし、転送されるよ
うに設定されています。在宅からのメールは転送先の
rotary2710@gmail.com へお願いします。
緊急時連絡：緊急を要する連絡につきましては平地茂
雄地区代表幹事までお願い致します。
携帯：090-7548-3493
・今後の「ガバナー月信」について
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ガバナー月信 5 月第 11 号・6 月第 12 号・7 月最終号
の 3 号については、従来の紙媒体の配布を中止し、PDF
化したデータを各 RC 事務局にお送りするとともに、
RI2710 地区ホームページ（http://ri2710.com/）に掲載
させていただきたいと存じます。何卒ご理解ご了承い
ただきますようお願い申し上げます。
・母子の健康月間リソースのご案内
・財団室 NEWS4 月号
 米山記念奨学会より
・新型コロナウィルス感染拡大に伴う事務局テレワー
ク対応のお知らせ
実施期間：4 月 3 日(金)～5 月 6 日(金)
※緊急事態宣言が継続される場合など、状況によって
期間延長の検討をいたします。
 ロータリーの友事務所よりお知らせ
・5 月号の製作遅れにより 5・6 月合併号の発刊を目指
しております。
6 月第 2 週には全国のクラブへ配送すべく関係機関と
の調整を続けております。
※４月号は事務局にて保管しています。次回例会時に
配布予定です。なお内容については「ロータリーの友」
ホームページにて閲覧可能なのでご利用下さい。
 福山祭委員会より
・第 53 回福山ばら祭 2020 及び協賛金の取扱いについ
て(ご案内)
ばら祭開催内容の見直しに伴い、協賛金につきまして
は全額返金と致します。
 福山市スポーツ協会より
・スポ協ふくやま 29 号
 鞆の浦 RC より
・創立 50 周年記念式典中止のご連絡(6/13(土)開催予定
でした)
 例会変更ならびに休会のお知らせ
福山
RC

休会

5/4(月) 法定休日/みどりの日

福山丸
之内

休会

5/4(月) 法定休日/みどりの日

RC

RC

5/5(火) 法定休日/こどもの日
5/12(火) クラブ細則第５条第２節

福山赤 休会
坂 RC 取消

5/5(火) 法定休日/こどもの日
5/12(火) 定款第７条第１節

松永

休会

RC

5/4(月) 法定休日/みどりの日

取消

5/11(月) 定款第７条第１節
5/18(月) 定款第７条第１節
5/25(月) 定款第７条第１節

福山西 休会

＜持ち回り理事役員会議事録＞
2020/4/21
【審議事項】承認事項のみ記載
1）新型コロナウイルス感染症に対する医療機関への
支援（マスク寄付）の件
社会奉仕活動の一環として、コロナ感染者が増え続け
ている福山市において市民の診療にあたる福山市内の
医療機関への支援としてマスクを寄贈する。
財源として社会奉仕委員会費及び今回中止になった例
会分の食事代の一部から拠出する。
寄贈先 一般社団法人 福山市医師会
物品目 マスク 12,500 枚（生産国：中国/張会員手
配）
購入額 500,000 円
実施日 4 月 23 日予定
物品納入予定日 5 月 11 日頃
財源
一般会計/委員会費/奉仕Ｐ部門/社会奉仕委員会より
268,488 円
一般会計/例会費より例会中止による食事代
2,692 円/人×43 人×例会 2 回分 231,512 円
計 500,000 円
＜4月定例理事役員会議事録(持ち回り)＞
2020/4/23
【審議事項】承認事項のみ記載
1）5 月 14 日以降の例会について、今年度あと残り 6 回
をどう開催するかについて
※5 月 14 日（木）
、5 月 21 日（木）は休会とする。
※5 月 28 日（木）から開催する。
（但しコロナ感染状況
により判断する）
2）新型コロナウイルス感染症予防による例会中止の食
事代返還について
※4 月 16 日現在で例会が 5 回中止となっており、福山
ニューキャッスルホテルからは無償キャンセルとなっ
ているため、例会での食事代を会員に返還する。
※2,692 円/回×例会中止回数分の金額を、次年度年会
費から控除する。
※今年度末での退会者については現金で返還する。
3) 新竹北区ロータリークラブ訪問について
出席辞退で承認
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※新竹北区ＲＣとしては 6 月 5 日の記念式典は現在の
ところ開催予定。
※外務省より 2020 年 3 月 25 日付で全世界に対して出
国制限措置（レベル 2：不要不急の渡航禁止）を勧告し
ており、また台湾においても日本に対して入国後の行
動制限措置（14 日間の自宅検疫や公共交通機関の利用
禁止等）がとられている。渡航制限が解除される見込み
のないため。
※今月中に先方に会長名で出席辞退の連絡をする。
4) 近本肥干さん退会について
※4 月 30 日付での退会届を受領
5) 事務局の一部在宅勤務の実施について
※政府による外出自粛要請及び広島県による感染拡大
警戒宣言を踏まえ、当クラブ事務局でも在宅勤務を実
施する。月・水・金曜日の午前出勤とし、それ以外は在
宅勤務とする。
実施期間は 4 月 20 日の週から 5 月 1 日までとする。
5 月以降は新型コロナ感染拡大状況を見ながら 4 月末
に判断する。
【報告・確認事項】
1) 6 月 13 日（土）鞆の浦ロータリークラブ創立 50 周
年記念行事が中止
2) 福山西ロータリークラブより、創立 30 周年記念行
事が中止となり、拠出したお祝い金（￥50,000）が返金
3) 福山祭委員会より、ばら祭が開催中止となり拠出し
た協賛金（￥10,000）が返金
＜持ち回り理事役員会議事録＞
2020/4/30
【審議事項】承認事項のみ記載
1)新会員入会同意確認の件
氏
名
有木 則文（ありき のりふみ）
職業分類
外科医
事業所・肩書き 有木医院 院長
推薦者
高橋 敦
氏
名
職業分類
事業所・肩書き
推薦者

山﨑 喜洋（やまさき よしひろ）
地方銀行
百十四銀行 福山支店 支店長
籔田 佑一

【今後の予定】
◇5/7(木)

休会(定款第 8 条第 1 節)

◇5/14(木)

休会(定款第 8 条第 1 節)

◇5/21(木)

休会(定款第 8 条第 1 節)

◇5/28(木)

未定(コロナウイルス感染状況により

判断する)
（クラブ週報担当：小野暁）

