
    

 

【日   時】   2020 年06 月04 日（木）  『第 １１８５  回 例会』 

【会   場】   フレックスホテル      『3F・平安の間』 

【プログラム】   親睦委員会担当例会 

【出   席】  (会員数)  35 名  (出席者)  28 名 (出席率)  80.00％ 

 
 

皆さん、今晩は！！大変お久しぶりです。 

新型コロナウィルスによる影響で約２か月間ロータリークラブ 

例会も中⽌になり、私の任期もあと⼀か月で終了という時期に 

なりました。その中で、やはり残念だったのは私たちの２５周 

年記念式典が中⽌になったことと、恒例の５月３日の台湾板橋 

⻄扶輪社の２７周年記念式典が延期になり参加できなかった事 

です。ただ台湾は今年６月２９日に記念式典を開催するという 

事で、我々は直接、参加できないまでも、動画でエールを送っ 

てお互いの友好を深めたいと思っています。 

ところで、新型コロナウィルスに対する台湾政府の水際対策 

やIT を駆使した疫病対策は卓越したものでした。まさに危機管理の大原則である「Too Late Too Little」の戒めを遵

守したものでした。つまり迅速に決断⾏動し、物量の⼩出しにしないで大量投⼊こそが危機管理において、大原則である

と佐々淳⾏⽒は述べています。 

そしてその精神は、医師であり台湾総督府の政治家でもあった後藤新平が台湾にもたらしたと言っても過言ではありませ

ん。日清戦争の帰還兵２３万人全員の検疫を短期間でやり遂げた彼は、その後台湾総統府に招かれました。当時台湾は、

コレラ、マラリア、ジフテリアなど風土病の宝庫といわれ平均寿命も３０歳代といわれていました。 

それを彼が必死の思いで上下水道を作り台湾の衛⽣管理を⾶躍的に向上させました。 

そのような日本の先人たちの努⼒の結果と日本精神というものが、現在の台湾に継承されているのかもしれません。 

そのような人たちに感謝しながら、残された日々をロータリーのために全⼒で尽くして、次の執⾏部につなげたいと思い

ます。 
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①例会後、理事会です。 

②2020 年６月のロータリーレートは、1 ㌦＝108 円）。 

③5 月のＡＧ訪問例会が中⽌の為、太⽥ＡＧの挨拶⽂をＢＯＸに⼊れました。 

④板橋⻄區扶輪社より送られてきたマスク2000 枚を松阪市へ寄贈しました。（夕刊三重・記事の詳細 ） 

⑤本居宣⻑記念館館⻑は４月より東博武さんが就任されています。 

 《吉⽥元館⻑は名誉館⻑に就任されました。》 

⑥フェイスシールド2 万枚、第2630 地区より三重県庁へ寄贈しました。（三重ふるさと新聞・記事の詳細） 

⑦コロナの影響でロータリーの友は、5 月、6 月合併号の配布予定が変更になりました。 

⑧クラギ⽂化ホールより6 月の催物案内が届きました。 

⑨松阪山桜ＲＣネーム⼊りのボールペンをＢＯＸに⼊れました。 

 

 

●倉⽥ 幸範（くらた ゆきのり）様 【株式会社 松阪テック 代表取締役】 

 

 

 

村⽥ 耕⼀ 会⻑ 皆様、お久しぶりです。後1 ヶ月ですが宜しくお願いします。 

⼩濱 彰男 幹事 ゲストの倉⽥さん、宜しくお願いします。 

太⽥ 正隆 会員 久しぶりにお会いできて嬉しく思います。 

奥村 清隆 会員 久しぶりです。 

川口 好宏 会員 ご無沙汰です。宜しくお願いします。 

北出 誠 会員 新型コロナウイルスの影響が大変ですが、頑張りましょう！！ 

越山 明 会員 お久しぶりです。皆さん元気でしたか？ 

佐藤 光宏 会員 新型コロナの影響大変ですが、頑張りましょう。 

清水 三昭 会員 皆さんお元気で何よりです。 

⽴岡 秀之 会員 久しぶりの例会です。皆様のお顔が⾒れることはとても喜ばしい事です。 

⽥中 和弘 会員 久しぶりです。 

珎道 直紀 会員 お久しぶりです。＼(^o^)／ 

辻 真理⼦ 会員 お久しぶりでございます。 

http://yamazakura-rc.org/wp-content/uploads/2020/07/2020-06-04_n1185_article-yukan-mie.pdf
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中村 ⼀樹 会員 宜しくお願いします。 

⻄⾕ 満 会員 皆様、お久しぶりです。 

⻄村 伸久 会員 久しぶりの例会です。 

林 菖蒲 会員 お久しぶりです。宜しくお願いします。 

鴻原 光 会員 宜しくお願いします。 

宮園 隆貴 会員 お久しぶりです。 

山下 茂紀 会員 新型コロナの影響、大変でした。皆様、宜しくお願いします。 

山本 修二 会員 脇委員⻑、担当例会、宜しくお願いします。 

脇 ⽂彦 会員 親睦委員会の担当例会です。宜しくお願いします。 

 

以上22 名様・合計⾦額：22,000 円でした。有難うございます。 

 

 

 

 

【4 月度・会員誕⽣日】 

   16 日 山下 茂紀 会員・26 日 鈴木 康 会員・27 日 越山 明 会員 

【4 月度・配偶者誕⽣日】なし 

【4 月度・ご結婚記念日】 

12 日 村⽥ 吉優 会員 ・30 日 ⽴岡 秀之 会員 

 

【5 月度・会員誕⽣日】 

   02 日 村⽥ 耕⼀ 会員・13 日 ⻄⾕ 満 会員・17 日 丹⽻ 崇 会員・18 日 鈴木 正之 会員 

   28 日 前川 佳久 会員 

【5 月度・配偶者誕⽣日】 

   01 日 福本 幸恵 様・02 日 丹⽻ 亜希 様・14 日 辻 博⽂ 様・31 日 宮園 祐華 様 

【5 月度・ご結婚記念日】 

09 日 鈴木 康 会員 ・20 日 村⽥ 耕⼀ 会員 

 



【6 月度・会員誕⽣日】 

   03 日 ⻄村 伸久 会員・04 日 川口 好宏 会員・05 日 ⽴岡 秀之 会員 

【6 月度・配偶者誕⽣日】 

      02 日 村⽥ 眞千⼦ 様・05 日 ⼩濱 裕美 様・05 日 脇 尚美 様・06 日 清水 登志⼦ 様 

15 日 鈴木 みどり 様・30 日 ⻄⾕ 千津⼦ 様 

【6 月度・ご結婚記念日】 

18 日 奥村 清隆 会員 ・20 日 辻 真理⼦ 会員・28 日 東川 直輝 会員 

 

                4 月〜6 月誕⽣月の皆さま ＼(^o^)／ 

 

 

 

 

 

 

●脇 文彦 親睦委員⻑ 

持続可能なクラブにしていくため、会員同士がより一層深くつながれる活発な奉仕活動や親睦活動を図っていきます。 


