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上郡佐用ロータリークラブ  WEEKLY REPORTS 

2020－2021年度  Rotary Internationalのテーマ 

「 Rotary Opens Opportunities 」  「 ロータリーは機会の扉を開く 」 

Holger Knaack RI President 

ホルガー・クナーク RI会長 （ ドイツ ） 

 

 

   例会日 ： 毎週金曜日 12時 30分～ 

例会場 ： 上郡町商工会館 ２F 大会議室 

事務局 ： 上郡町商工会館内 

TEL：0791-52-3710  FAX：0791-52-3833 

Web Site： https://kamigori.ri2680.org E-mail： kamigori@gold.ocn.ne.jp 

会 長：寺本 英徳 幹 事：江見 孝信 会 報：田村 栄子 

 

2021年 06月 25日      COVID-19 例会の簡素化実施中 Vol. 58  No．26 

 

点鐘・ソング 委嘱状伝達 

省略 池田会員  地区委員委嘱状 

来客・来訪会員紹介 今年度度当地区青少年奉仕員会 RYLA小委員会委員 

なし 

 

歓迎歌 

      なし 

 

お祝い 

名田明良氏  入会お祝 井口会員  第 6回 米山功労者 

  

 

 5月 会員誕生日   小谷会員・辻会員・朝来会員・谷脇会員・寺本会員・半田会員 

結婚記念日   村山会員・半田会員 

配偶者誕生日  半田会員・塚崎会員 

https://kamigori.ri2680.org/
mailto:kamigori@gold.ocn.ne.jp
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6月 会員誕生日   小林会員・江見会員・宮本会員・村山会員 

結婚記念日   箸蔵会員・深澤会員・小林会員・髙見会員 

配偶者誕生日  岡田会員 

 

出席報告 

会員数 出席者数 MU数 免除 欠席者数 出席率(%) 前々回修正出席率(%) 

27 24 1 0 2 92.59 休会 

 欠席会員：久保会員・岡本会員 

 

会長の時間 

名田さん、本日はご入会おめでとうございます！ようこそ上郡佐用 RCへ、会員みんなで心待ちに

していましたので大変嬉しく思います。これから一緒にロータリーを楽しみましょう。 

ようやく緊急事態宣言も解除となりました。例会再開で皆さんとお会いできるのを楽しみにして来ま

したが、今日が私の会長年度としての最終例会となりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

先ず、先週開催しました理事会の報告からです。以下の 2つの理由により定款および細則を改訂さ

せて頂きます。 

1 つは公式訪問の際に、最新の標準クラブ定款に改訂されていないとの指摘がありました。もう 1

つは、今年度、オンラインによるハイブリッド例会を試験的に運用してきました。来年度より本格運

用を開始することになりますが、当クラブの対面例会を大事にしたいという想いを細則に明記します。

具体的には、正当な理由がある場合を除いて、月 1回は直接例会出席することとします。新年度 7月

1日改訂施行となりますのでよろしくお願いいたします。 

本日最終例会を迎え、一年を省みた時、総じてコロナ禍で皆さまの意に沿うことが出来なかったと

反省しています。それでも会長の任期を無事終えることができますのも皆さまのお陰であると心より

感謝申し上げます。正直、やれやれとホッとしていますが・・（笑） 

いつも席上で、両サイドの江見幹事、朝来副会長が、癒し系でいてくださったのでとても助かりま

した。また、毎回卓上に生け花を飾っていただきました、大澤 SAA ありがとうございました。いつ

も近くで見てきれいだなと感じ入っていたので、遠くから見えなかった皆さんのために、今日はその

写真を集めて印刷してきましたので回覧します。 

また、理事の皆さん、最後まで何かと執拗にご相談してきましたが、皆さん何時でも親切にアドバ

イスして下さり本当にありがたかったです。ところで皆さんの中には、コロナ休会が多くて、会長ス

ピーチが少なかったから随分楽したと思われているかも知れませんので、誤解を解くために、会長の

実績について数字を交えて簡単に報告いたします。 

◆45回の例会予定に対して 17回コロナ休会、3分の 1以上が休会 

◆残った名刺 100枚中 85枚 

◆会員宛お知らせ FAX文書 11回 

◆グループ LINE理事会文書 10回 

◆コロナ禍での大幅なプログラム変更 4回 

◆グループ LINE、電話での相談協議数知れず 

◆実績としてはハイブリッド例会運用開始（小林前会長ありがとうございました） 

◆うれしかったことは 2名の新入会員（井口会員ありがとうございました） 
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現在、東京オリンピックを控え、コロナワクチン接種も急ピッチで進んでいます。ロータリー活動

への影響も今年度が底で、朝来会長年度には必ずⅤ字回復するでしょう。50歳の人生の節目に会長の

重責に立たせて頂き、皆さんのお陰でまたひとつ成長できたと感謝いたします。ロータリーは機会の

扉を開く、これからもロータリーを通じて成長していきたい、そして次年度の朝来会長年度にもしっ

かり協力していきたいと、今そのように思う次第です。 

皆さん 1年間、大変お世話になりありがとうございました。 

 

幹事報告 

〇ガバナー事務所より下記の書類が届いています。 

1. 池田会員に委嘱状 

2021-22年度第 2680地区青少年奉仕委員会 PYLA小委員会 委員 

2. 2021-22年度 会員維持増強セミナー 

2021年 7月 10日（土） Zoom ウュビナー 

3. 「感謝の集い」の案内 

2021年 6月 26日（土） オンラインにて 

4. 第 2680地区ローターアクト「2021-22年度」地区交流会の案内 

2021年 7月 10日（土） 嬉野台生涯教育センター 

5. 会員維持増強についてのお願い 

6. 「標準クラブ定款などに関すⓆ＆Ａ」のお知らせ 

7. 2021年度地区研修・協議会の礼状 

8. 「ロータリー財団の父・アーチクランクものがたり」 

〇比国育英会バギオ基金より「バギオだより」 

〇上郡町より「安全・安心のまち住民大会」中止のお知らせ 

〇上郡町献血推進協議会より R2年度献血実績報告及び R3年度献血実施計画について 

2021年 10月 28日（木） RC当番 

〇赤穂 RCより週報（No.3253～3260）をいただいております 

〇龍野 RCより週報（No.3016～3020）をいただいております 

〇ボーイスカウト上郡第 1団より千種川清掃奉仕作業の協力依頼 

2021年 7月 18日（日）  AM9：00～  役場駐車場集合 

〇ロータリー事務所よりロータリー日本 100年史の案内 

〇本日、例会終了後、臨時理事会開催します。 

 

各委員会報告 

 次年度ガバナー補佐大岩会員 

次年度ガバナー補佐として 7／9に訪問予定です。宜しくお願い致します。 

次年度会長 

次年度各委員長様、6 月末までに次年度活動方針の提出、宜しくお願い致します。又、次年度も暫

くの間、今年度同様例会は時短で行います。 

次年度社会奉仕委員会 

上郡町献血が 10月 28日（木曜日）に上郡町役場前で実施予定です。又、時期が近づきましたらお
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願い致しますがご予定お願いします。 

次年度青少年奉仕委員会 

上郡ボーイスカウトとの千種川清掃奉仕作業が 7月 18日の日曜日に実施されます。ご都合のつく

方は、朝 9時に上郡町役場裏駐車場に集合宜しくお願い致します。 

次年度プログラム委員会 

プログラム表は後日配布させて頂きますが、今後の予定をお知らせ致します。 

7／2 会長・幹事の活動方針 

7／9 五大奉仕委員長の活動方針 

職業分類委員会 

職業分類は保険代理業で、委員会は親睦委員会となります。お世話人は髙見会員です。 

 

審議事項 

特になし 

 

本日のプログラム 

会長挨拶 

会長の時間の繰り返しになりますが、皆さんにお世話になり感謝の気持ちでいっぱいです。50歳の

区切りの年でありましたが、人前に出て話をすることの難しさがあり、できるだけ文章を書いて時

間内に終わらせようとか、後ほどデータを送って終わらせようとかして読むと上手くいきません。

本当は、思った気持ちをそのまましゃべることがいいのでしょうね。1年間有難うございました。 

 

幹事挨拶 

サラリーマン時代は営業畑でしたので、しゃべりは何とかなりましたが、こういう場所では苦手で

す。幹事の仕事は、会長の活動方針にのっとって、いかに皆さんに使えることができるか、それが

大事なことだと思ってやってきました。今年はコロナの影響で例会が少なく、本来の仕事ができな

かったのが残念です。 

 

ニコニコ箱・親睦箱 

寺本会長・・・最終例会に寄せて。皆さん 1年間大変お世話になり有難うございました。 

名田さん、ようこそ上郡佐用 RC へ。これから一緒にロータリーを楽しみましょう。 

江見幹事・・・幹事退任します。皆様 1年間ご協力有難うございました。 

箸蔵会員・・・会長幹事さん、大変お疲れ様でした。次期会長幹事さん、宜しくお願いしますね。 

村山会員・・・お久し振りです。例会に出席できホッとしています。 

私もワクチン接種の予約ができました。 

井口会員・・・最終例会に寄せて。名田会員入会おめでとうございます。 

大岩会員・・・久し振りの例会が最終例会です。会長幹事役員の皆様 1年間有難うございました。 

辻 会員・・・5月誕生日自祝。最終例会に寄せて。 

三浦会員・・・祝 最終例会。コロナワクチン 2回目すみました。大岩先生有難うございました。 

谷脇会員・・・皆さんお久し振りです。会長幹事委員長の皆さん 1年間お疲れ様でした。 

深澤会員・・・久し振りの例会です。皆さんお元気でしたか? 結婚記念日自祝。 
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池田会員・・・寺本会長、江見幹事そして各委員長の皆様お疲れ様です。 

そして年間有難うございました。 

宮本会員・・・寺本会長、江見幹事、コロナ禍の中本当にご苦労様でした。 

新入会員名田様ご入会おめでとうございます。 

朝来会員・・・最終例会に寄せて。会長幹事役員の皆様お疲れ様でした。 

半田会員・・・皆さんお久し振りです。誕生日、結婚記念日、配偶者誕生日有難うございます。 

岡田会員・・・暑くなってきましたが頑張ります。 

田村会員・・・皆様本当にご無沙汰しています。例会を忘れて 7月の予定を入れてしまい 2回ほど 

休みます。申し訳ありません。又、例会が日常になる日々を本当に待っています。 

柳原会員・・・寺本会長、江見幹事 1年間ご苦労様でした。 

寺本会長の名スピーチを数多く聞けなかったのが残念です。 

山本会員・・・最終例会に寄せて。何もしないまま親睦委員長を終えてしまいました。 

塚崎会員・・・少し遅れましたが、愛妻誕生日自祝。 

小林会員・・・お祝い自祝。最終例会に寄せて。 

石原会員・・・さぁ、アフターコロナに向けて。 

髙見会員・・・例会に寄せて。1年間有難うございました。 

大澤会員・・・会長・幹事・役員の皆様、大変な年お世話になりました。 

名田会員ようこそ上郡佐用クラブへ。 

 

ニコニコ箱    ２４，０００円 

親 睦 箱    ２３，０００円 

合   計    ４７，０００円 

 

 


