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◇ 開会点憧 

1. ロータリーソング    ・・・ 我等の生業 

2. ゲスト及びビジター紹介 ・・・ 親睦委員長 

3. 会 長 挨 拶     ・・・ 澤野 義章 会長 

4. 幹 事 報 告     ・・・ 上畑日登美 幹事 

5. ニコニコＢＯＸ     ・・・ S･BOX委員長 

6. 出 席 報 告     ・・・ 出席委員長 

7. 卓     話     ・・・ 佐野 康幸 様 

8. ロータリーソング    ・・・ 四つのテスト 

◇ 閉会点憧 

                            

 

 

 

 

  

 

         

２０２０－２０２１年度 

仙台宮城野ロータリークラブ 
 

例会場/ ホテルメトロポリタン仙台 

仙台市青葉区中央 1-1-1℡.022-268-2525 

例会日/ 毎木曜日 12:30～13:30 

事務所/ ホテルメトロポリタン仙台内 

℡ 022-268-3243 fax022-268-3296  

Email ： miyaginorc@dune.ocn.ne.jp 

H P ： http://www.miyaginorc.jp/ 

 
 

本日の予定 

株式会社アルファー企画 

企画室長 佐野 康幸 様 

「中小企業の事業継続力強化法 

 認定制度について」 

12 月 3 日 ニコニコ BOX 
 

☆澤野 義章 会長 …千葉先生、本日は卓話ありがとうございます。楽しみにしております。どうぞよろしくお願

い致します。 

☆横山 昭一 会員 …先週は、移動例会「職場訪問」に出席頂きありがとうございました。楽しい時間を過ごす事

ができました。 

☆大泉 裕一 会員 …11 月 12 日に子どもが生まれました。約 2.4 キロと小さめの女の子でしたが、今後大きく

育ってくれることを願っております。 

☆ゴルフ部会 11月 15日部会コンペ分より、ご寄付頂きました。ありがとうございます。 

12/3幹事報告           上畑 日登美 幹事 

〇水沢 RC より「創立 60 周年記念式典および祝賀会」

中止のご案内を頂いております。 
 

○ロータリーの友委員会より 2019-2020年度事業報告

書を頂いております。 
 

○12月 6日に 19-20年度地区資金収支決算報告ならび

にガバナーエレクト激励会が開催されます。 

親睦夜間例会「クリスマス家族会」中止のお知らせ 

19日に開催が予定されておりました、恒例のクリスマス家族会が本年度は新型コロナウイルスの感染状況拡

大の影響により残念ながら中止となってしまいました。楽しみにされておりました、会員皆様、ご家族様方に

は、安全で安心できる親睦会が開催できるようになりましたら、ぜひまたご参加頂きたくご案内申し上げます。 

例 会 予 定 

12 月 17日 ※クリスマス家族会中止の為、 

例会はございません 

12 月 24日（木） 休  会 

12 月 31日（木） 休  会 

2021 年 1月 7日（木）親睦夜間例会「新年会」 

18：30～20：30 ホテル 21階 銀河の間 

1 月 14日（木）通常例会・1月度定例理事会 

1 月 21日（木） 休  会 

1 月 28日（木）通常例会「クラブ協議会」 

 『委員会活動 中間発表 ・中間決算報告 など』 

 ※各委員長は発表のご準備をお願い致します 

次回の例会は、2021 年 1 月 7 日（木） 

親睦夜間例会「新年会」です 

mailto:miyaginorc@dune.ocn.ne.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 月度定例理事会 議事録 
2020.12.3 13：30～14：00            報告：幹事 上畑日登美 

1.後期クラブ会費について   ➢承認 
 

2.会員の出産祝いについて   ➢承認 
 

3.親睦夜間例会「クリスマス家族会」および「新年会」開催について 

・クリスマス家族会：2020年 12 月 19日（土）開催予定 

 ➢理事の皆様より様々なご意見を頂戴し、新型コロナウイルスの感染状況拡大を考慮し、中止とする。ただし、

新型コロナウイルス感染状況を見ながら別途、会員・家族での親睦行事開催について引き続き検討する。あわ

せてオークション等についても納会等関連行事における実施を検討する。 

・新年会：2021年 1 月 7日（木）開催 18：30～夜間例会 

 ➢感染対策をしっかりとしたうえで、実施する 
 

4.2020-21年度 第 7分区インターシティ・ミーティングについて 

・2021年 2月 21日（日）12：00～15：00 ホスト RC：仙台青葉 RC 

・5名要請 （会長・幹事・次期ガバナー補佐・次期会長・次期幹事） 

・登録料 一人 8,000円 クラブ負担  ➢承認 
 

5.大村 RCとの共同事業について 

➢大村 RCより「植樹事業」の提案を頂いておりますが、次年度以降の地区補助金活用などを含め検討する。 

新型コロナウイルス感染がある程度落ち着いてきた段階であらためて打合せ・協議を行う。 
 

6.クラブ協議会開催について  2021年 1月 28日（木）例会時予定 

➢各委員会の上半期の取組み状況について報告。承認 
 

7.2021-2022年度 クラブ運営組織案 および 年間予定案 について 

➢小原会長エレクトより、次年度運営組織案と年間予定表が提出され、承認された 

➢月 3回程度の例会開催とし、年間 37回の例会開催の予定 

以上 

12/3卓話報告 

「自死予防とコロナ禍」   千葉神経内科クリニック院長 千葉 健 会員 

令和元年度の自殺者統計は 20169人。H10年から 3万人台、22年度は 2万人台。 

男女比は２：１（男性 10 年間減少傾向）、年齢別は 50 歳台、40 歳台、60 歳台、70 歳台、30 歳台、80 歳以上、

20 歳台の順(10 歳台 659 増)です # 20 歳未満 659 人(大 400 強、高 200 強、中学 100、小学 5)。職業別は無職６

割、被雇用者３割、自営業１割。遺書は 2/3有り、うつ病が判明したのは 1/4、動機は健康、経済、家庭、職場問題

の順。 

 今年の自殺者速報数では、「厚労省」発表で、7月が前年比 25人増の 1818人、8月が 251人増の 1858人、9月も

前年より増加。中でも女性は７月が 88 人増、8 月も 187 人増。（７月に若手俳優の自殺報道後の１週間は、前年同

期間と比べ自殺者数が増え、10、20代が多く、30代女性も目立った。8月に自殺した中高生は 58人で例年の約 2倍

となり、特に例年 10人未満だった女子高校生が 22人に増えた。） 

｢チャイルドライン支援センター｣では、2020 年 4 月 1～15 日の相談電話の発信件数が 2 万 7500 件と、前年同期

の 1.8 倍に増えた。大学に入学したのに通学できず、バイトも見つからずお金も不安。毎日死にたい臨時休校中に

ゲーム依存に陥るなどして生活リズムが崩れ、学校再開後もオンライン授業についていけず、友達を作る機会を失

ったりして、不安を募らせている。仕事が休みで収入減り、親が喧嘩して、父の暴言や罵倒がひどくて耐えられな

い。など 

「いのち支える自殺対策推進センター」、同居人がいる女性や無職の女性の自殺が増え、人口 10万人あたりの「自

殺死亡率」を引き上げ、非正規雇用の女性が失職し、DVの相談件数や産後うつが増加。経済・生活問題や、DV被害、

育児の悩みや介護疲れ等の問題の深刻化が影響。 

 一方で、4 月から 6 月の自殺者数は、過去 5 年の傾向からの予測値よりも減少。感染拡大を受けて命を守る意識

が高まり、政府の支援策も自殺抑止効果か？ 

 自殺予防の理想『哲学的回答』 

・死は人生の良いものをはく奪するが全面的悪ではなく、苦痛から救う面有り。 

・生きている間における良いことの総和が悪いことの総和を上回らないことを 

・確認されるまで死を先延ばしするように予防することは良いこと。 

・これを一人で確認するには間違いもある為、周囲の人、専門家で確認す。 

・予防は無制限にするべきではなく、一定の条件の下で追い求めるもの？ 

・予防（介入）は有り得るというのが暫定的回答！          （末木新） 


