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3～4 割ダウンしたことから、1 億円くらいの注文が突然にキ

第 3159 回 例 会 記 録 令和 2 年 6 月 16 日(火)
k
本日出席会員 44 名
メークアップ（前々回）0 名
出席率（前々回補正） 83.02%

ロータリーソング「我らの生業」
会長挨拶 第 66 代会長 三村昌之
こんにちは、先々週 3 ヶ月ぶりの例会で 41 名の方が出席

ャンセルになりました。工場内では今まで受注していた機械
の生産をするだけで、作り終えたらその後はどうするか心配
でした。しかし、少し明るい話題として、大阪のある販売会
社が前年比 3 割アップの注文をしてきたことです。この会社
は中国やイタリアのライバル製品も同時に売っていたので
すが、商品が入ってこないために国産の当社への注文が増え
たんだろうなと幹部一同推測しています。今の時期、コロナ
禍に一喜一憂しているのではなく、今までのやり方を地道に

されました。今日は前回以上の 44 名

継続していき、フィジカルディスタンスばかりでなく本当の

が出席していると聞きました。最初に

ソーシャルディスタンス（企業の社会的お付き合いの距離）

会議所の谷口さんに宣伝していただ

を密接にして行く

きます。前回の 1 分間スピーチで西藤

ことが大事だなと

専務が話された「越前みらい飯」とい

実感したところで

う越前市の飲食店を支援するクラウドファンディングのお

す。

話です。会議所・商工会・青年部の三者が主催しての飲食店

→コロナ対策の

支援活動だそうです。詳しい話をよろしくお願いします。と

会場レイアウト

ころでコロナ禍ですが、東京都で昨日も 48 人のコロナウィ
ルス陽性者が出ました。東京アラートが解除され、一昨日の
47 人と二日連続で 40 人越えの陽性者が出たことになります。
有識者によると、そのうちの３分の１以上は夜の街の感染者
で症状は無く自主的に検査を受けた人たちなのでそんなに
心配するものではないようです。福井県内では、48 日間連続
で感染者がゼロ、昨日から恐竜博物館も再開したと言ってい
ます。7 月 13 日までは県民だけに開放し、7 月 14 日から県
外客にも開放するそうです。三密にならないように慎重に始
めるようです。国は、県外移動自粛の緩和については、今週
の 6 月 19 日から始めるとのことですが、第 2 波、第 3 波と
拡がらないかと心配です。昨日、近所の飲み会の連絡が入り
明日から再開するとのことですが嬉しいような心配なよう
な、3 ヶ月間休止だった会が再開することになりました。こ
れから他の会も順次開かれるようになると思います。
今回お配りした会報では、前回の 1 分間スピーチでの皆さ
んの近況がよく伝わって非常に良い会報になったと思いま
す。私の 1 分間スピーチの時間が無かったので今から言いた
いです。この 3 ヶ月、全国の営業所に県をまたいだ営業をす
るなと言っていた関係上、機械の注文はばったりと入らなく
なりました。国内大手のタイヤメーカーの売り上げも軒並み

プログラム
定款細則変更について

田中

茂会員

皆様のお手元にある「武生ロータリ
ークラブ

定款・細則

事務取扱内

規」にそって、変更点を中心にお話さ
せていただきます。第７条
１節―例会

会合

第

ですが、（ｆ）例外。細

則には、本節に従わない規定を含める
ことができる。ただし、クラブは少な
くとも月に２回、例会をおこなわなければならない。こちら
が変更になりました。ちなみに、今回のコロナウイルス感染
症で３カ月間例会が休会になりましたが、
（ｄ）取消。例会日
が以下に当たる場合、理事会は、例会を取りやめることがで
きる。にありますように、今回（３）全地域社会にわたる流
行病もしくは災害が発生した場合、これをもとに例会の取消
がなされたということになります。次に、第２節―年次総会。
（ａ）役員を選挙するため、現年度の収入と支出を含む中間
報告および前年度の財務報告を発表するための年次総会は、
細則の定めるところに従い、毎年 12 月 31 日までに開催され
るものとする。中間報告をしなければいけないという事に変

更になっておりますので、次年度からは宜しくお願いいたし

に 2 回、プロジェクトを実施します（ひとつは学校または地

ます。続いて、第９条

第２節―多様な

元地域でのプロジェクト、もうひとつは国際理解を促進する

クラブ会員基盤。本クラブの会員基盤は、年齢、性別、およ

プロジェクト）
。インターアクターは、地元ロータリークラブ

び民族的多様性を含め、地域社会の事業、専門職務、職業、

からの指導と支援を受けてプロジェクトを実施し、リーダー

クラブの会員構成

および市民組織の多様性を表すものであるべきである。次に、 シップを養います。地区委員は、国際理解のお手伝いもさせ
第１０条

出席（ｄ）次のような方法で同じ年度に欠席をメ

ていただいております。海外研修を行っています。夏季研修

ークアップする：の（１）から（７）をご確認いただきたい

がメインなのですが、今年は海外も国内も危ない状況ですの

と思います。そして、第１１条

第５節―役員の選挙

の（ｂ） で、どうしようかと考えているところです。最後に、3～4 年

会長は、7 月 1 日に就任し、1 年間、その職務に当たる。後任

前、交換留学生がホストファミリーにレイプされたという事

者が選挙されない場合、現会長の任期は最長 1 年間延長され

例があり、青少年保護ということが話題になっております。

る。こちらが変更になりました。会長をもう１年やりたい場

マイロータリーから、

合、選挙がうまくいかないようにすればまた会長ができると

「青少年保護」につい

いうことです（笑）
。つぎに第１９条

例えば「武生ロ

て書かれているものを

ータリークラブ」の名称を「越前ロータリークラブ」などに

読んでいただきたいと

改正

変更したい場合の改正の方法について書いてあります。次に、 思います。ひとつの事
細則について大切なところです。１８ページの第７条

出席

件によって、奉仕活動

欠席のメークアップについて、定款第 10 条（ｄ）において、

をしようと思っても、保証人を立てないといけないような仕

同じ年度に欠席をメークアップするとあるが、本クラブにお

組みになってきているのが現状です。インターアクトクラブ

いては、
例会の定例の時の前 14 日または後 14 日以内とする。

を学校活動としてやることなのかと思っていましたが、関わ

メークアップについては、武生ロータリークラブの細則で決

るにつれて中身がわかってきて、青少年奉仕の一つとしてや

めさせていただきました。以上が変更点です。<定款・細則特

ればやるほど楽しみがある活動だと思っています。

別委員会>の皆さんのお力により作成できました。ありがと

ニコニコ箱・・・ 29,000 円 累計 1,182,020 円

うございました。

・今年度残り 2 回となりました。卓話、田中茂さん、
宇野晃成さんよろしくお願いします。 【三村昌之】

地区インターアクト委員会の活動について
宇野晃成会員
今年度の最終の卓話の大取りをいただくとは思いません

・お久しぶりです。
【石川満夫】
【白﨑弘康】
【田中大成】
・プランターで待望の 7 ッ葉のクローバーが誕生しま
した。

【辻岡俊三】

でした。第 2650 地区のインターアクト委員会の副委員長と

・よろしく

【谷尾榮一】

して地区に出ておりますので、お話をさせていただきます。

・久しぶりの友の顔なつかしも楽しい例会です。
【佐々木忠彦】

地区委員は各ロータリー
のサポートの役割をして

・元気いっぱいです。

おります。ＲＩの直轄のク

・本日卓話をさせていただきます。

【米岡房直】
【田中

茂】【宇野晃成】

・コロナに負けずたくさん出席いただきありがとうご
ラブのその間をつなぐた

ざいます。

【宮前貴司】

めのものだと思います。イ

・お弁当お早目にお召し上がり下さい。【西本久美子】

ンターアクトクラブでは、

・みなさん、新入会員誘って下さい。よろしくお願いい

12～18 歳の中学・高校生

たします。

が、地元でのボランティア活動や海外のインターアクト会員

【宇野賢治】

（通称「インターアクター」
）との交流を通じて視野を広げ、

・コロナビール注文しづらい状況です。 【奥村 充】
例会変更情報／福井県内ﾋﾞｼﾞﾀｰ受付
（6 月 24 日～7 月 7 日）

国際感覚を養っています。ロータリークラブの支援を受けて

ビジター受付はありません。

設立されるインターアクトクラブでは、友だちと一緒に楽し

＊変更の無い各クラブの定例例会については、ロータリーの

みながらロータリーの「超我の奉仕」を学び、行動力を身に

友ホームページ等にてご確認ください。

つけます。インターアクトの活動内容ですが、少なくとも年

本日(6 月 23 日)例会

6 月 30 日

最終例会
一年を振り返って
三村昌之会長

休

会

7月7日

7 月 14 日

第一例会行事

決算報告

新年度挨拶

監査報告
予算発表

