
□点 鐘

□ロータリーソング：我等の生業

□４つのテスト：野田会員

□会員数：１７名（免除者：１名）

□出席者：１４名 □欠席者：２（うち免除２）名

□メイク： １名 □出席率：１００％

各会員各記念日（９月）

□会員誕生日 木村 安伸

吉岡 亨

□結婚記念日 久藤 孝仁

□配偶者誕生日 三好 静子

□事業所創立 中川 康子

鴨宮 弘宜

幹 事 報 告

幹事 福本 博之

・決議審議会決議案及び規定審議会制定案提出につ

いて ガバナー 脇 正典

・公式訪問フォーラム質問のご提出をお願いします。

会 長 の 時 間

会長 久藤 孝仁

本日は、今榮竹原市長にお越

しいただき、昨年度のクラブ

５５周年事業でありました、

消防団への無線中継資材の寄

贈の件、平成３０年７月豪雨

からの復旧復興状況並びに新

型コロナウイルス感染症対策

について、ご所見をうかがう予定でございます。私

も消防団幹部といたしまして、北部地域の無線不感

地域解消にご協力いただきました、竹原ロータリー

クラブの会員各位へ深く感謝いたしております。

竹原ロータリークラブにおきましても、例会時のマ

スクの着用、例会時間短縮、会食の自粛等、感染症

対策に気を配り、例会運営を行っておりますが、解

決時期等、先の見えづらい状況でございますので、

今後ともご協力いただきますようにお願い申し上げ

ます。

夜船元会員のご逝去、板場会員の入院治療とござい

ますが、会員一人ひとりのご健康をご祈念いたしま

して、会長の時間といたします。

本日のプログラム ９月３日 次週のプログラム ９月１０日

プレ公式訪問
誕生祝・各会員各記念日祝

記念日該当者会員卓話
クラブアッセンブリー

【２０２０年８月２７日 第２６９５回 例会記録 】

四つのテスト １．真実かどうか ２．みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．みんなのためになるかどうか
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Rotary Opens Opportunities

ロータリーは機会の扉を開く

ＲＩ会長
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直前会長 宮本 和彦
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広 報 三好 静子
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例会日／毎週木曜日12：30～13：30
例会場／ホテル大広苑 TEL(0846)-22-2970

●プレ公式訪問例会

日 時 令和２年９月３日（木）

場 所 ホテル大広苑

ゲスト G9ガバナー補佐 澤井一徳様

補佐幹事 鶴田幸彦様

１２：００ 会長・幹事会

１２：３０ 点鐘

例会

ガバナー補佐卓話

１３：００ 点鐘

１３：０５ クラブアセンブリー

１３：３０ 終了



外 部 卓 話

竹原市長 今榮 敏彦様

皆様こんにちは、本日は

このような機会を設けて

頂き有難うございます。

また平素は竹原市政全般

にわたりそれぞれのお立

場でご支援を頂き重ねて感謝申し上げます。

市長へ就任して以降、大きな出来事として取り上げ

なければならないのが、平成３０年７月西日本豪雨

災害、そして今まさに、全世界を混乱に陥れている

新型コロナウイルス感染症についてです。本日は竹

原市の取り組みについて皆様にご紹介して、共通認

識を持ち、お互いに立ち向かってまいりたいと思い

ます。

まず、平成３０年の豪雨災害の際にはご浄財を賜り

有難うございます。また、竹原RC５５周年記念事業

として竹原市の防災活動に有意義な無線機器を賜り

感謝申し上げます。引き続きお力を賜りますよう、

よろしくお願い申し上げます。

それでは、「平成３０年７月豪雨 竹原市復旧・復

興プランの進捗状況について」「新型コロナウイル

ス感染症対策について」、お話させて頂きます。

まず、一点目の豪雨災害からの復旧・復興へのあゆ

みでございます。大きな未曽有の災害を受け、いち

早く短期間で復旧に向けて取り組む為に、行政では

三年プランを策定しました。１．くらしの再建、２．

まちの復旧、３．そなえの強化、この三本の柱をも

とに取り組んでおります。復旧の状況については、

２か月に一回たけはら災害復旧かわら版を発行して、

工事の進捗状況などを皆様に広報しております。

そなえの強化として、河川氾濫などの浸水情報や土

砂災害危険個所、避難場所などに関する情報を提供

する事で、平常時から広く市民の防災意識の向上を

図り、災害時時の減災対策としての活用を図ること

を目的として、竹原市防災ハザードマップを作成し、

全戸へ配布しております。

命を守ることが一丁目一番地です。まずは命を守る

行動を考えて取り組んで頂きたいと思います。

また、住民相互の支え合いによる安否確認や、避難

支援など、住民全体の防災活動（共助）が必要不可

欠で、平時における地域の防災活動や、災害時の初

動対応の柱となる竹原市地域防災リーダーの認定・

育成を行っています。コロナ禍で人が集まることが

難しい状況ではありますが、いつ起こるかわからな

い災害に備えたいと思っています。

次に、新型コロナウイルス感染症についてです。会

員の皆様の事業現場でも影響があると思います。

国、県の対策の隙間を埋めるべく各公共団体が個別

対応をしているところでございます。感染対策に関

しましては、広島県が定める方向性に従って対応し

ております。県では、広島積極ガード宣言を掲げ、P

CR検査体制の拡充、医療提供体制の強化、広島県新

型コロナウイルス感染症に対する安全シートの活用

⇒新型コロナウイルス感染対策取り組み宣言店の認

証等、様々な対策を進めています。皆さんが取り組

まれた成果により、竹原市では感染者が発生してい

ません。ただ最近の広島県内の状況を見ますと、い

つ発生してもおかしくない状況です。発生しても、

速やかに大きく広げることなく対応するべく皆様と

ともに取り組みたいと思います。

皆様に御協力をお願いしたいのは、感染者に責任が

あるわけではないことを認識頂いたうえで、誹謗中

傷やデマや噂話等されないようにお願いします。

コロナ禍の中で災害が起きた場合にも避難しなけれ

ばなりません。守るべきは命です。有事の際には声

掛けをしながら命を守る行動を意の一番にとって頂

き、市民一丸となってこの難局を乗り切っていきた

いと思います。引き続きどうぞ宜しくお願い致しま

す。

臨時理事会報告

□日 時 令和２年８月２７日（木）

□場 所 ホテル大広苑

□出席者 ５名

□議 題

①プレ公式訪問 承認

日 時 ９月３日（木）

場 所 ホテル大広苑

１２：００～１２：２０ 会長幹事会

１２：３０～１３：００ 例会

１３：０５～１３：３０ クラブアッセンブリー

お弁当持ち帰り

②ガバナー公式訪問 広島空港RCと合同 承認

日 時 ９月１６日（水）

場 所 フォレストヒルズガーデン

各自でご集合ください。

１２：３０～１３：１０ 例会

１３：１０～１３：３０ フォーラム

集合写真なし

お弁当持ち帰り

③９月例会について 承認

今まで同様、時間短縮 １２：３０～１３：００

お弁当持ち帰り

④元会員夜船正昭様ご葬儀 承認

生花お供え一基とお悔み電報

⑤外部卓話の件 承認

日 時 １０月２２日（木）

卓話者 東広島市長 高垣廣德様

四つのテスト １．真実かどうか ２．みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．みんなのためになるかどうか


