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必達！！年間例会出席率 90％

をしないよう、PCR 検査などの際に新
型コロナウイルス感染者等情報把

クラブアッセンブリー（３）
第 30 期総括報告

握・管理支援システム（HER-SYS） クラブ奉仕委員会
に登録した、電話番号の SMS かメー

委員長秋保賢一
ルアドレス宛てに「処理番号」を通知
クラブ奉仕委員会は親睦、公共イメ
する。検査で陽性が判明した本人が、 ージ、会員増強、出席向上の各委員会
陽性者であることについて登録を同 を統轄する役割ですけれども各委員
意した場合に、アプリ画面で処理番号 会の委員長の皆さまがしっかり仕事
を登録する。
をしていただきましたので、特に口出
アプリをインストールした利用者 しする必要もありませんでした。どう
接触確認アプリ「半径 1 メートル、15 は、登録した陽性者と、半径 1 メート もありがとうございました。
分以上」で通知
厚労省
ルで 15 分以上接触した場合に通知を
厚生労働省は 12 日、新型コロナウ 受ける。通知を受けた人は、自身の症 親睦委員会 委員長 藤吉一郎
イルス感染症の拡大防止に向け開発 状の有無や、身近な人に感染者・感染
している「新型コロナウイルス接触確 疑い者がいるかどうかなどを選択。一
認アプリ」
の概要と Q＆A を公表した。 定の条件に当てはまると、帰国者・接
スマートフォンの近接通信機能（ブル 触者外来などの速やかな予約・受診が
ートゥース）を利用して、互いに分か 案内される。
らないようプライバシーを確保しな
氏名、電話番号など個人が特定され
がら、同感染症の陽性者と「半径 1 メ る情報は記録せず、位置情報も利用し
ートルで 15 分以上」接触した可能性 ない。近接に関する情報は 14 日経過
がある通知を受けることができる。通 後に自動で無効となる。アプリの利用
クリスマス例会には多くのご家族、
知を受けた利用者は検査の受診など、 で陽性者と接触した可能性が分かる お子さまに参加いただいてありがと
保健所のサポートを早く受けること ため、利用者が増えるほど感染拡大の うございました。お子さま向けアトラ
が可能。アプリのリリースは今週中を 防止が期待される。厚労省の担当者は クションとしてメンバーの歌、バルー
目指している。
「政府として、使用割合の目標値はな ンアートが好評だった？と自負して
アプリでは、陽性者でない人が登録 い」と話している。
おります。

前 例 会 の 記 録
第１３５４回
２０２０年６月１６日（火）
[点鐘] １３時３０分
[ソング] 君が代
[ゲスト]
[ビジター]

奉仕の理想

[出席] 会員総数30名（出席免除 5名）
本日出席23名 92.00％
[行事] 『クラブアセンブリー（3）
第 30 期 岐阜中 R.C.の総括報告』
担当 会長・幹事

次

回

予

定

第１３５６回
２０２０年７月７日（火）
[点鐘] １２時３０分
[行事] 新年度理事役員挨拶
担当 会長・幹事

公共イメージ委員会
委員長 長井義夫
各委員会活動と連携して、公共イメ
ージの活動を行なってきました。新型
コロナウイルス感染症により、いくつ
かの活動が中止となり残念な結果と
なりましたが、6 月の最後までしっか
り活動をしてまいります。

地蔵の物語』
、6 月 23 日に市歴史博物 ロナの関係で開催できませんでした。
館内の「NHK 大河ドラマ館」訪問、
以上 3 つの委員会事業を実施いたしま 米山奨学委員会委員長

田辺雅範

した。

社会奉仕委員会委員長

大島康之

会員増強委員会委員長 竹村安史
会員増強委員会では、8 月 27 日と 2
新型コロナウイルス感染症の影響
月 25 日にファイヤーサイドミーティ
で新しい米山奨学生との接触もなく、
ングを開催したが、当日は新規入会希
何も活動していません。地区からの情
望者に参加していただけなかったの
橿森公園の清掃をしました。たずさ 報では 7 月頃から各クラブの例会に顔
が残念です。しかしながら、新規入会
者 5 名の目標は達成できなかったもの えの森の寄付金の目録を市長に渡し 出しするようです。
の建部英春さんと吉田茂生さんの 2 名 に行きました。
の入会が得られた。
ロータリー財団委員会
国際奉仕委員会委員長 渡辺成洋
委員長 藤吉一郎
出席向上委員会委員長 安藤篤史
みなさまの力を頂いて無事一年を
終えることができました。ありがとう
ございました。
３０周年委員会委員長 渡辺成洋
本来であれば、30 周年事業の報告が
できるのですが、コロナ感染禍のもと、
仕切り直しとなります。次年度に引き
本年度は、国際奉仕の事業が例会扱 続き、意見交換を徹底して、臨んでい
出席向上委員会としては、10 月に健 いとなり、現地に行けない方も LIVE きたいと思います。
康診断を実施し、会員の健康に関する 参加ができる仕組みを作って参加す
知識を増やし、健康推進につなげれた ることができ、会員の帰属感に大変寄 会場監督 森井脩次
と思います。ただ、出席率が第一例会 与したと思っています。地区からの補
100％を達成することができず残念で 助金も 7 回連続で頂けており、地区か
す。次年度は第一例会 100％を達成す らも信頼される事業になっているこ
るよう、努力していきたいと思います。とをうれしく思いました。
職業奉仕委員会委員長

森

益男

青少年奉仕委員会
委員長

伊藤善男
本年度は幹事さんより、例会場の新
しい方法を考えてくださいとのこと
で、例会のテーブルの席を年代別の席
で 3 回実行しました。下期は例年通り
の席順にしました。

本年度は、9 月 24 日に（株）中部様

会計 安藤元一
の新築社屋に会社訪問、1 月 28 日に長
今年度、ポリオチャリティー少年サ
入会以来、第 8 期幹事、第 18 期会
沢由彦氏によるギター弾き語り『弥八 ッカー大会を予定していましたが、コ 長、そして、第 30 期会計を担当させ
2

副会長は、会長に不都合があったと た。
きに職務代行することになっており http://kakamioffice.com/
ますが、幸いにもそのような機会があ です。よろしくお願いします。
りませんでした。どうもありがとうご

大橋哲也君
一年間、お世話になりありがとうご
ざいました。本日のクラブアッセンブ
リーよろしくお願いいたします。

ざいました。

会長

大橋哲也

ていただきましたが、大変勉強になり
ました。今までの会計経験者の皆様の

★誕生日おめでとうございます★

ご苦労が良く理解できたように思い

三宅裕樹君
62 歳になります。コロナのときでも
歳はとりますね。

ます。
さて、今期は新型コロナウイルス感
染騒動により 2 月から 5 月末まで予定
されていたクラブ活動が中止となり
ました。お陰さまで当クラブの財政的

一年間、皆様ありがとうございまし

には大変余裕ができたようです。6 月 た。特に会計の安藤様、今までいろん
例会費・次年度会員手帳などの費用を な意見でおかしかった会計をしっか
差し引いて、最低でも約 160 万円の繰 り見直していただきました。それと、
越が見込めると思います。

安澤幹事様にはいろいろとお世話に
なりました。100％の幹事でした。あ

会長エレクト

三宅裕樹

りがとうございました。

幹事

安澤嘉崇

本来、次年度の準備に取り組むべき
時期にコロナで充分な次年度理事会
が実施できなかったことが、皆さまに

一年間ありがとうございました。コ

申し訳なく思います。次年度は堅実な ロナ禍において、中止となった事業も
運営に努め、30 周年も岐阜中 RC らし 多く、不完全燃焼の一年でしたが、皆
さを見せられる会としたいと思いま さんがラインを通して常にコミュニ
す。来年度もよろしくお願いいたしま ケーションを取り、
「つながり」を感
す。

副会長

じて過ごすことができました。

秋保賢一

友情と奉仕の灯を
スマイルボックス委員会
秋保賢一君
来週の職場例会に出られないので、
今日が最後になります。一年間ありが
とうございました。
各務克郎君
事務所のホームページができまし
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