
 

 

 

 

 

 

 

第 2030 回例会 

2020 年 3 月 23 日(月) 
海南商工会議所 4F 12:30～ 

ゲスト卓話  

衆議院議員 石田 真敏 様 

 
１．開会点鐘 

２．ロータリーソング      「四つのテスト」 

３．出席報告 

会員総数 43 名 出席者数 25 名 

出席率 61.00％ 前回修正出席率 56.10 ％ 

 

４．会長スピ-チ        会長 寺下 卓 君 

みなさん、こんにちは。本日

のゲストには、地元選出の衆議

院議員で前総務大臣を務められ

ました 石田真敏 先生にお越し

いただいております。先生にお

かれましては、大変、お忙しい

中にもかかわりませず、貴重な

お時間を割いていただき、本当

に有難うございます。後ほど、国政に関するお話な

ど、卓話を宜しくお願い申し上げます。 

さて、3月 16 日(月)の例会終了後、3月の定例理

事会を開催いたしましたので、主な協議結果をご報

告いたします。 

まず、4月の例会プログラムでは、第一週の夜間

例会は、例年、花見例会として、会場を変更し、開

催していましたが、新型コロナウイルスの件を考慮

して、当会場で開くこととしました。その他の例会

につきましては、会員卓話とゲスト卓話など通常ど

おりとします。次に、5月 17 日（日）「たんぽぽの

会との交流会」、6 月 21 日（日）「家族会例会」と

し、一応、計画を進めます。 

また、新型コロナウイルス感染防止の対応につい

て、近くで 1件の感染が報告されたこともあり、今

後の例会等、クラブの活動に関し、協議いたしまし

た。既に先週の水曜日に FAX でご通知させていただ

いたとおり、例会開催については、手洗いやアルコ

ールによる消毒ならびにマスク等による咳エチケ

ットなど、感染予防対策を十分行う事とし、また、

海南 RC、海南西 RC ともに今後も通常通り例会を開

催する予定であることから、引き続き、通常開催す

ることとしました。ただし、体調管理や感染の恐れ

に対する不安、心配等、出欠につきましては、各位

の判断を優先していただくこととしました。なお、

今後も感染情報等を注視し、状況次第では、その都

度、迅速かつ柔軟に開催の方針を再検討し、対応す

ることとしました。何卒、ご理解、ご協力をお願い

します。詳細は議事録をご参照ください。 

次に、3 月 18 日(水)、ロータリー勉強会を開催し

ました。原則として、入会 10 年未満に会員を対象

に 11 名が参加し、RLI を手本にディスカッション

形式でテーマ毎に勉強しました。参加の皆さんから

は、自発的にロータリーへの期待や求めている事な

どの発表もあり、今後、もっと勉強する機会を増や

してほしいなど、積極的かつ意欲的な意見もありま

した。 

さらに、名誉会員でチャーターメンバーでありま

す 宮田 敬之佑さんが、残念なことに、お亡くなり

になりました。通夜式、告別式には、沢山の会員の

皆さんにお参りいただきました。心から謹んでご冥

福をお祈り申し上げます。 

最後に、6月、ハワイ開催予定のロータリー国際

大会は、欧米等、世界的な新型コロナウイルス感染

拡大に伴って、中止となりました。また、東京オリ

ンピックについても、現在、中止・延期で調整が行

われています。このほか、あらゆる分野で社会生活、

産業経済に大きな影響を及ぼしていることは周知

のとおりです。ロータリーの活動においても、これ

らに対する支援活動として、不足しているマスク対

応として、福祉施設等へ、手作りマスクを寄贈する

など、全国的に一部活動が行われつつあります。当

クラブでも、これらの対応で「何かできることがな

いだろうか」と考えていく必要があると感じていま

す。皆さんのお知恵やご提案をお願いします。 

また、皆さんにおかれましては、引き続き、日常

生活においても、体調管理、感染防止に努められ、

生活やお仕事において、大きな支障を来たさぬよう、

くれぐれも、ご注意くださいますよう重ねてお願い

申し上げます。 
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５．幹事報告                幹事 前田 克仁 君 

○例会臨時変更のお知らせ 
和歌山西ＲＣ  4 月 8 日（水）→4 月 8 日（水） 

12：00～「カフェ例会」サンクシェール 
           ダイワロイネットホテル 

        4 月 22 日（水）→4 月 23 日（木） 
18：00～「魚菜八風」 

○例会取りやめの案内 ※新型コロナウイルスのため 
 海南西ＲＣ 
      4 月 2 日（木） 9 日（木） 23 日（木） 

 
６．ゲスト卓話   衆議院議員 石田 真敏 様 

 みなさん、こんにちは。新型

コロナウイルスが全世界に広

がり、日本でも感染防止のため、

３密をさけ、イベントや会合の

自粛など、大変なことになって

います。政府においても、この

対策が急務であり、予算措置を

はじめ、総力を挙げて取り組ん

でいるところです。 

○国内の発生状況（３月 22 日 12:00）は、今般の

新型コロナウイルスに関連した感染症の感染者

は 1,046 例となっています。 

内訳は、患者 922 例、無症状病原体保有者 121

例、陽性確定例（症状有無確認中）３例となります。 

国内の死亡者は 36 名となりました。国内での退

院者は、昨日より 40 名増加し、272 名（患者 235

名、無症状病原体保有者 37 名）となりました。 

【内訳】 

・患者 922 例（国内事例 907 例、空港検疫４例、チ

ャーター便帰国者事例 11 例） 

・無症状病原体保有者 121 例 

（国内事例 105 例、空港検疫 12 例、チャーター便

帰国者事例４例） 

・陽性確定例３例（国内事例３例） 

 政府では、新型インフルエンザ等対策法を改正し、

緊急事態解除宣言を含め、対策本部の設置。国民生

活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるように

するため対策を講じます。 

学校の臨時休校や新学期を迎える学校の再開に

向けて、具体的な方針を、できる限り早急に文部科

学省において取りまとめています。また、全国規模

の大規模イベント等の開催については、中止、延期、

規模縮小等の検討をお願いしています。 

 社会・経済への影響を最小限としつつも、国民の

皆様の命と健康を守ることを第一に、感染拡大の防

止に向けた取組を更に徹底してまいります。 

具体的には 

生活不安に対応するための緊急措置 

（１）個人向け緊急小口資金等の特例の拡大 

○ 返済免除特約付き緊急小口資金による貸付に

ついて、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、

休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な

生計維持のための貸付を必要とする個人事業主等

の世帯については、学校休業に関わらず、上限額を 

20 万円とし、生活への不安に対応する。あわせて、

当座の生活費に切迫している場合については、より

迅速に貸付を行うなど、きめ細かな支援を実施する。 

このため、緊急小口資金等に対し、速やかに予備費

（104 億円）を措置する。 

（２）公共料金の支払の猶予等 

○ 新型コロナウイルス感染症の影響により、電

気料金等の公共料金（上水道・下水道、NHK、電気、

ガス及び固定電話・携帯電話の使用料）の支払が困

難な事情がある者に対しては、その置かれた状況に

配慮し、支払の猶予等、迅速かつ柔軟に対応するよ

う要請する。 

（３）国税・社会保険料の納付の猶予等 

○ 国税・社会保険料の納付の猶予制度を積極的

に周知広報するとともに、一時に納付することが困

難な事情がある納税者等に対しては、その置かれた

状況に配慮して、迅速かつ柔軟に対応することとし、

猶予の申請や審査について極力簡素化のうえ、原則

として１年間は納付を猶予するとともに、延滞税・

延滞金についても免除・軽減措置を講ずる。 

（４）地方税の徴収の猶予等 

○ 地方税についても、（３）の国税・社会保険料

の納付の猶予等の取扱を踏まえ、徴収の猶予等、迅

速かつ柔軟に適切に対応するよう、地方公共団体に

要請する。 

みなさんのご協力をよろしくお願いします。 

 

７．閉会点鐘 

 

 

 
 

 次回例会 

・休会 3月 23 日（月） 

  ・4 月の例会は、新型コロナウイルスの感染防

止のため、休会とします。 

 

 

 
 山名 正一 君  石田先生、お忙しい処お越し頂

きありがとうございます。卓話

よろしくお願いします。 
 寺下 卓 君  石田先生 本日はよろしくお

願いいたします。 
 重光 孝義 君        〃 
 前田 克仁 君        〃 
 魚谷 幸司 君        〃 

クラブ会報・雑誌委員会  委員長：重光 孝義  岸 友子  岩井 克次  千賀 知起  赤松 昭二  宇恵 久視  倉橋 順子  楠部 均  宮脇 節子  寺下 卓 


