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   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：朝来 忠平 幹 事：宮本 美智子 会 報：小林 健 
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【 COVID-19 感染症対策として例会の簡素化を実施しています 】 

 

点鐘・ソング 認証状伝達式 

省略 旧会長から新会長へ 

来客・来訪会員紹介 

 

なし 

歓迎歌 

      なし 

 

お祝い 

会員誕生日 配偶者誕生日 

塚崎会員 大澤会員 
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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(%) 

26 19 3 0 4 84.61 休 会 

 欠席会員：岡田・岡本・久保・田村会員 

 

会長の時間 

新年度初例会です。本年度クラブの会長を務めさせて頂くことになりました朝来です。 

どうぞよろしくお願い致します。 

前年度の役員の皆様お疲れ様でした。そして、新年度、宮本幹事をはじめ、理事、各委員長を快く

引き受けて頂いた皆様に感謝を申し上げます。 

第 59 代の会長という、長い歴史と伝統を誇る成熟した上郡・佐用ロータリークラブに若輩者の私

ということで、エレクトに選ばれてから、かなりのプレッシャーを感じながら隣に座っていました。 

一つ気づいたことがありまして、私の生年月日は昭和 48年 5月 9日で今年で 48 歳になりました。

数字を見ていると 48 年生まれの 48 歳で、5 月 9 日生まれの 5 と 9 は、先ほどもいいましたが、第

59代ということで、数字が全てあてはまるなと思い、今年度の会長職は、回るべくして回ってきたと

思って自分自身で納得しています。 

2011 年 5 月に入会させて頂きましたので、11 年目になります。その年は、3 月に東日本大震災が

起こり、大変な災害が起こったと思っていたところ、4 月に塚崎会員と小林会員が来られて、お忙し

い中一時間ほど熱心に私を勧誘されたこと、この例会会場に緊張して来たこと、そして入会をさせて

頂き仕事に対して凄くモチベーションがあがったことを鮮明に覚えています。 

いま世の中がコロナ禍で、また少子高齢化時代に思う事は、ロータリーのつながりはだいじだなと改

めて感じております。そして、異業種のつながりに、何かヒントがあるのではと思っています。 

クラブの継続事業もままならず、また、新入会員の入会歓迎会もできず、とても心苦しいのですが、

ワクチン接種を受けることができたとき、いい方向に向かうと思います。その時まで、時短の例会で

はありますが、例会の中で自己研鑽と親睦、そして、ロータリーの学びを一緒に進めて行きたいと思

います。 

今年度は 26 名のスタートとなりました。前年度と同様に難しい例会運営となると思いますが、役

員皆様そして会員の皆様に教えを乞いながら、クラブの発展のために誠心誠意尽力させていただきま

す。 

そして、最後になりましたが、ガバナー補佐輩出クラブとして大岩ガバナー補佐を盛り上げていき

ます。ご指導ご鞭撻のほどをよろしくお願い致します。 

皆様、一年間ご協力承りますようどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

幹事報告 

○ガバナー事務所より、下記の書類が届いております。 

  1.  2021-22年度公式訪問並びにクラブ協議会開催についてのお伺い 

  2.  2021-22年度公式訪問の連絡 

      2021年 8月 20日(金) 

  3.  前期地区資金振り込みのお願い 

  4.  増強アンケート協力御礼・調査資料の案内 
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  5.  2022-23年度青少年交換派遣生の募集について 

  6.  2022年 RIヒューストン国際大会地区旅行の案内 

          2022年 6月 4日(土)～8日(水) 

○西播第 2グループ大岩ガバナー補佐より、公式訪問に関するご連絡および書類提出のお願いが届い

ております。 

○ロータリー文庫運営委員会より、新年度に当たり各クラブへの文書配信のお願いが届いております。 

○理事・委員会名簿・会員名簿・連絡網・会場当番表を配布しております。 

7月の会場当番の方、ご準備宜しくお願い致します。 

○新年度になりましたので、前期会費の納入宜しくお願い致します。 

○例会終了後、理事会を開催しますので理事の方は宜しくお願い致します。 

 

各委員会報告 

プログラム委員会 

  7月 9日の例会は五大奉仕委員長の活動方針の発表です。各委員長の皆様、宜しくお願い致します。 

寺本前会長 

残念な報告ですが、諸事情により小谷会員が 6月末で退会されました。事後報告となりますが、ご

了承お願い致します。それと 7月 9日の例会終了後、前年度理事会を開催したいと思いますので、

前年度理事の方は宜しくお願い致します。 

 

審議事項 

特になし 

 

本日のプログラム 

≪今年度活動方針≫ 

朝来会長 

今年度の RI会長シェカール・メータ氏の会長テーマは、 

「SERVE TO CHANGE LIVES」で「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」 

です。 

このテーマの想いは、「人のために世話をし、奉仕することが最良の生き方。なぜなら、その経験

を通じて誰かの人生だけでなく、自分の人生を豊かにできるのだから」と述べられています。 

 また、吉岡ガバナーの行動指針は、 

「ロータリーとともに活力に満ちたリーダーを育てるために」 

です。 

この 2つのテーマを意識して取り組んでいきます。 

1.「会長の時間」について 

「貴重な時間を割いて例会に参加されている会員にメリットを与える義務がある。会員に対す

るプレゼントであるので入念な準備をしていただきたい。」と PETS の時に言われています。

プレッシャーを感じていますが、有意義な時間となるようにチャレンジしていきます。 

2.「例会の出席率」について 

会長・幹事の役目として出席率を常に気を付けるようにします。出席率の低い会員のフォロー
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を出席委員長と協力していきます。 

3.「RIテーマおよびロータリーの目標達成を目指す」 

当クラブの行動規範にもあるように“個人として、また事業において、高潔さと高い倫理基準を

もって行動する”あるいは“取引のすべてにおいて公正努め、相手とその職業に対して尊重の念

をもって接する”とあるように、多様性、柔軟性、革新性をキーワドに実践に移していきます。 

4.「ロータリーの認知度の向上と地域社会のつながりを深める」 

持続事業でありますソフトテニス大会、献血事業の支援、千種川周辺の清掃活動、交通立ち番

などを実施することにより認知度の向上につながります。また、会員間の親睦のためにも積極

的なご参加をよろしくお願いいたします。 

5.「会員の増強」 

今年度は、26名のスタートです。目標は一名増です。会員維持に努め、新入会員の入会を粘り

強く促し、会員一人ひとりが積極的に入会を勧めるようにお願い致します。 

6.「新入会員へのサポート」 

ここ 3 年で、5 人の新入会員の入会がありました。新入会員が、ロータリーに早く適応出来る

様に以前もやっておられましたが、例会後に簡単な勉強会をクラブ研修委員長にお願いをした

いと思います。 

7.「危機管理委員会の設置とクラブビジョンの作成」について 

危機管理委員会の設置が難しく思われるので担当する委員会を、またクラブビジョンは、検討

する委員会を理事会で決めたいと思います。 

最後にコロナ禍ですが、ワクチン接種が広がるにつれて、徐々にではありますが今までの持続事業

が再開されると思われます。歴代会長が実践されてこられた奉仕活動の継承、会員増強に向けての

活動、例会の充実など、出来ることから実践をしていきます。自己研鑽の機会、自分自身の中の変

化を楽しみ、一年間、皆様と一緒にロータリーを学ぶことができたらいいなと思います。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 

宮本幹事 

今年度、朝来会長のもとで、幹事を務めさせていただく宮本でございます。入会させていただい

てから 7年になりますが、勉強不足でロータリーについてまだまだ分からないことばかりですが諸

先輩方にご指導頂きながら、頑張りますので宜しくお願い申し上げます。 

今年度の地区協議会はオンライン配信で開催されましたが、その資料に RI 会長のテーマは「奉仕

しよう みんなの人生を豊かにするために」、そして吉岡ガバナーの行動指針は「ロータリーとと

もに活力に満ちたリーダーを育てるために」と書かれております。 

RI会長テーマ及び吉岡ガバナーの行動指針に少しでも近づけるように、微力ながらロータリー活

動を推進してまいりたいと思っております。 

又、その資料には幹事の務めについても書かれておりました。その事を受けて今年度の活動方針と

して 

 ＊朝来会長をサポートしながら、各委員会の運営を支援する 

＊理事会等の決定事項は速やかに報告する 

＊当クラブの和やかな雰囲気を守りながら、楽しい例会づくりを心掛ける 

＊事務局と連絡を密にしながら、ガバナー事務所等への報告を期日までに行う 
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以上を目標として頑張ってまいります。今年度もまだまだコロナ禍の中で模索しながらとなります

が、会員の皆様どうぞご指導並びにご支援宜しくお願い申し上げます。 

 

ニコニコ箱・親睦箱 

朝来会長・・・新年度初例会です。会員の皆様、1年間どうぞ宜しくお願い致します。 

宮本幹事・・・至らない事が多くあるかと思いますが、大岩ガバナー補佐、朝来会長のもと精一杯 

務めさせていただきます。どうぞ宜しくお願い致します。 

塚崎会員・・・新年度のスタートを祝して。誕生日自祝。 

大澤会員・・・朝来年度を祝して。会長・幹事・役員の皆様お世話になります。夫誕生日自祝。 

辻 会員・・・新年度を迎えて。 

村山会員・・・初例会に寄せて。朝来会長、宜しくお願いします。 

寺本会員・・・朝来年度の門出を祝して。 

山本会員・・・今年度会長の朝来氏、幹事の宮本氏よろしく。 

寺本前会長江見前幹事ご苦労様でした 

大岩会員・・・新年度宜しくお願いします。 

石原会員・・・何はともあれ 7月です。新年度に幸あれ。 

柳原会員・・・朝来新会長、宮本新幹事 1年間期待しています。 

井口会員・・・新年度が始まりました。大岩先生をはじめ、役員の皆様宜しくお願いします。 

池田会員・・・朝来会長年度を祝して。宜しくお願い致します。 

小林会員・・・初例会に寄せて。朝来会長、新役員の皆様宜しくお願いします。 

箸蔵会員・・・会長幹事さん宜しくお願いします。 

今日はこれから首都圏のお盆まいりです。時期的に厳しいですね。 

半田会員・・・朝来年度を祝して。頑張りましょう。 

三浦会員・・・新年度を迎えて。理事・役員・ガバナー補佐、1年間宜しくお願いします。 

谷脇会員・・・朝来年度を祝して。 

 

ニコニコ箱   １５，０００円 

親 睦 箱   １６，０００円 

合   計   ３１，０００円 

 

 


