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出席報告
会員数 110 名
出席数 57 名 欠席数 48 名
出席免除会員 5名 名 荒川(雄)君 杉原（弘）君

新納君 佐田山君（有） 宮本（守）君

出席率 55.96 ％
補正出席率 前回 2/26    64.55 %  2/10   68.52  % 
ビジター
メーキャップ
西村（正）君（3/7PETS ANAクラウンプラザホテル
岡山） 理事11名（4/2理事会） 会員6名（4/22イン
フォメーション）理事10名（4/30理事会） 会員6名
（5/13インフォメーション）
3月～5月のお祝
出席100％祝：3年 舩田正一君 深井基義君
5年 赤山俊寛君 塩谷眞司君 8年 上森英史君
9年 石部裕一会長 面谷博紀君 12年 今出 上君
宮永誠治君 24年 岩崎 浩君 27年 井上賢明君
梅田整一君 36年 杉原弘一郎君
本人誕生祝3月： 宮永誠治君 池口由紀彦君 今
出 上君 尾沢三夫君 西村 偉君 種田 進君 山
根文教君 宇田川俊宏君 永島清孝君 西村正男
君 松本奈緒子君 小土井秀明君 桶村清子君
4月： 井上弘達君 室 敦文君 伊藤 慎哉君 足
立博俊君 面谷博紀君 河口正明君 木山力哉君
西村弥子君 中村剛士君 松浪昭二君 安井峰男
君 5月：遠藤智美君 細田耕治君杉本真吾君 中
元啓介君 井上卓也君 楠 明彦君 上森英史君
漆原輝之君
夫（主）人誕生祝3月：安井峰男君 新納哲雄君 谷
野利宏君 塩谷眞司君 松浪昭二君 井上雄介君

今出 上君 佐田山有史君 松本誠二君 平井航介
君 長谷川渉君 安達聡子君 4月：髙田 剛君 中
村剛士君 岩崎 浩君 諸遊哲也君 荒川雄司君
黒見純治君 梅田整一君 秦野啓一君 5月：多林
美智子君 髙橋孝之君 小土井秀明君
長谷川進君 松浦啓介君

結婚記念日祝3月：澤 耕司君 足立博俊君
杉本真吾君 宮本寛雄君 木美俊彦君 岩岡三

【 Think globally, act locally  】

男君 谷野利宏君 江原 保君 長棟信泰君
宇田川俊宏君 髙田 剛君
4月：植田 昭君 佐田山一成君 井上賢明君
永島清孝君 池口由紀彦君 赤山俊寛君 前田
浩寿君 佐田山有史君 尾沢三夫君 野坂美仁
君 田淵亮達君
5月：中山晴文君 新納哲雄君 足立耕太郎君
細田耕治君 松本誠二君 安井峰男君 鷲見雄
司君 髙橋孝之君 石部裕一君 小土井秀明君
中村剛士君
スマイルBOX 161,0000 円 （1,056,000 円）
出席100％祝：11名 本人誕生祝：18名 夫人誕
生祝:15名 結婚記念日祝：13名 創立記念日
祝：15名
この度、学校法人米子永島学園の学園長に就任
致しました。：永島（正）君 5月23日大山ゴルフ
土曜月例で76のベスクロ優勝、翌24日大山ゴル
フ日曜月例で77の2位でした。：佐田山（有）君

ロータリーは世界をつなぐ

幹事報告
1.日本生命 鳥取支社米子シティ営業部
営業部長 河口正明 様 4/22入会

2.鳥取銀行 執行役員米子営業部長
森田雅之 様 本日入会

3.6月～9月末クールビズ
4.堀会員よりJR時刻表
5.2018-19年度
＊100％ロータリー財団寄付クラブバナー
＊End Polio Now：「歴史をつくるカウントダウン」
キャンペーンの感謝状

5.第14回米山功労クラブ感謝状
6.第1回米山功労者表彰
石部 会長・新納会員・荒川（雄）会員（欠）

7.10月 グレン＆千杯田中作次旗 第17回ロータリー
選抜野球大会中止のご案内

（ホスト高知中央RCより）
8.例会変更のお知らせ

米子中央RC 5/28（木）休会 なし
米子 5/29（金）休会 なし
鳥取北 6/2・9（火）移動例会 ビジター受付あり



会長挨拶

みなさんこんにちは。今日は2月26日以来の3ヶ月ぶりの例会で皆様にお会いでき嬉しい限りです。私

達人類は100年に1度の感染症パンデミックを経験してきました。100年前の流行性感冒（スペイン風

邪）では我が国でも多くの犠牲者を出しましたが、現在はもうそれを体験している方は殆どいませんの

で、ある意味で私たちは歴史的な貴重な体験をしていますね。今日は約3ヶ月の間休会中にロータリー

は何をしていたか、我が国でのコロナ関連事項とともに時系列でまとめましたので、８回分の会長挨拶

として紹介させて頂きます。

今年の第3週目の1月16日に国内第一例目の新型コロナ感染症第一例が報告されました1月の終わ

りになると、武漢へチャーター機が飛ぶなど次第に慌ただしさが増してきました。感染者が10人を超え、

湖北省からの入国が禁止されます。そしてついに第2類感染症に指定され、検疫の対象となります。2

月1日にはクルーズ船内で感染者がでます。

2月3日にはクルーズ船内で検疫が始まり多くの感染者がでることになります。2月19日にはクルーズ

船内の検疫期間が終了し、検査の結果が陰性で陽性が確認されなかった乗客の下船が開始された。

ロータリークラブでは2月10日に５ロータリー合同例会開催。米子東RCでは社会奉仕事業竹内祐人ラ

イブペインティング開催・ポリオ募金を行っています。

2月26日例会、2月26日第4回ビジョン委員会を実施。2月27日、内閣総理大臣より、3月2日から春休

みまで全国の小学校・中学校・高等学校・特別支援学校の一斉臨時休校を要請する方針が示された。

3月1日臨時理事会、3月3日第9回理事会を行いましたが、ついに3月4日から例会は休会となります。

3月19日に新型コロナウイルスの集団発生防止に関するチラシ「密を避けて外出しましょう!」と掲載。

これは後に、「3つの密を避けましょう!」となる。3月16日会長から会員へメッセージ発信（コロナ禍と例

会開催について）。オリンピックおよびパラリンピックの開催を1年程度延期決定。4月2日第10回理事会

を開催、次期地区補助金事業「中学生作文コンテスト」のテーマとチラシ決定。

4月7日、7都府県を対象に、4月7日から5月6日までの「緊急事態宣言」を発令した。4月10日書面によ

る臨時理事会を開き、森田雅之氏入会を承認。4月10日鳥取市でPCR陽性患者1名（鳥取県第1例

目・・5月20日退院）4月11日松江市でクラスター発生。4月13日片岡敏一会員退会届け受理。4月16日、

日本政府は緊急事態宣言の対象地域を全都道府県に拡大した。同時に13都道府県を「特定警戒都道

府県」に位置づけた。ガバナー事務所よりガバナー所感発信される（別途詳細）4月18日米子市でPCR

陽性患者1名。4月18日鳥取市でPCR陽性患者1名。4月２２日河口正明氏入会インフォメーション実施。

第11回理事会・新旧引き継ぎクラブ協議会の方法・会費の減免を協議。4月28日地区補助金臨時費コ

ロナ関連プロジェクト募集あり・・残念ながら応募せず。

5月1日新型コロナウイルス（COVID-19）によるホノルル国際大会の中止を受け、6月20～26日にオン

ラインでの初めての試みとなるバーチャル国際大会が開催されることを受信。5月4日、日本政府は全

国を対象に発令中の緊急事態宣言の期間を5月31日まで延長。5月13日森田雅之氏入会インフォメー

ション実施。5月14日、「特定警戒都道府県」の13都道府県のうち、茨城、石川、岐阜、愛知、福岡の5

県と、その他ので34県の合わせて39県について、緊急事態宣言を解除することを決定。5月18日

RI2690地区から鳥取・島根・岡山３県へマスクとフェイスシールドの寄付しました。

終わりに、１００年前のスペイン風邪も２波３波の襲来により多くの犠牲者を出しましたが収束しました。

手洗い、マスク、うがいなどの国民の衛生知識とその実行により所謂自然免疫がついたからです。

PCR検査もウイルス薬も抗体のない時代でも出来たのです。

現在は、抗原検査、抗体検査、抗ウイルス薬、ウイルス抗体の開発が急ピッチで進められています。

しばらくの辛抱すれば、必ず人類はウイルスと上手く共生するすべを身につけるはずです。

今、ロータリアンとして何が出来るかを考えながら前に進みましょう。



＜プログラム＞ 理事退任挨拶

次回プログラム
6/3 「理事退任挨拶 」

宮永誠治 幹事
木美俊彦 無任所理事
長谷川渉 会員増強・維持理事
多林美智子 クラブ広報理事
髙田 剛 クラブ管理運営理事
小椋理佳 会場監督

6/10 「ロータリーの友」紹介
雑誌委員会 上森英史 リーダー

「理事退任挨拶」 石部裕一 会長

■副会長 西村正男

副会長として会長を補佐し、また、会長エレクトと

いう立場で次年度に向けて勉強してまいりました。

次年度については、改めて自身の考え方等皆様に

お伝えしてまいります。本年度は大変お世話になり、

ありがとうございました。

■副幹事 足立博俊

こんにちは。今年度一番感じた事は、今までい
かにロータリーのことを知らなかったかを思い知ら

された一年でした。副幹事として幹事の補佐、副

会長と次年度の計画について創り込んできました。

そして、会計として重要な役割を果たしてきました。

副幹事としての地区の年度行事についてはコロナ

ウイルスの影響で相次ぐ中止を余儀なくされまし

た。次年度については、皆様のご協力を得ながら

努めてまいりたいと思います。ありがとうございま

した。
■理事 永島清孝

それぞれのリーダーが十分な役割を果たして頂き、
大変感謝申し上げます。インターアクトは11月例会

で報告、新世代はチームワークよく作文コンテスト大

成功、社会奉仕は武内氏のライブペインティングの

イベントを実施、職業奉仕・国際奉仕についてはコロ

ナウイルスの影響で残念ながら実施出来なかった。

皆様のお陰で一年間無事終えることが出来ました。

ありがとうございました。

■奉仕プロジェクト 理事 井上雄介

前年度会長という立場で無任所理事としてやって
まいりました。コロナウイルスの影響で3か月ぶり

の例会開催となったが、大変うれしく思います。次

年度の西村会長には、石部会長が半年余り活動

が出来なかった思いもくみ、さらに素晴らしい会に

なることを期待しております。ありがとうございまし

た。

■ロータリー財団 理事 秦野啓一

R財団について、会員一人あたり年次寄付１００ド
ルを達成出来ました。また、例会等でエンドポリオ

の募金箱を設置し寄付を集めることが出来た。

米山記念奨学金について、医学生を候補に進めて

きましたが残念ながら実現できなかった。

何よりも皆様にたくさんの寄付をいただいたことに

大変感謝申し上げます。初めての理事ありましたが、

会長、幹事をはじめ他の理事の方々のお陰で無事

終えることが出来ました。そして、事務局の福谷さ

んには大変お世話になりました。本年度、本当にあ

りがとうございました。
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