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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 来客・来訪会員紹介 

      奉仕の理想（演奏のみ） 西播第 2グループガバナー補佐 大岩敏彦様 

歓迎歌 

 

      省略 

お祝い 

      なし 

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 25 0 0 1 96.15 92.59 

 欠席会員：久保会員 

 

西播第 2グループガバナー補佐 大岩敏彦様ご挨拶 

上郡佐用ロータリークラブ、朝来会長・宮本幹事様を始め会員の皆様こんにちは。 

本年度ガバナー補佐を務めさせていただきます、大岩敏彦と申します。微力ではありますが、皆様の

お役に立てるよう、頑張ります。よろしくお願い致します。 

さて、COVID-19がまだまだ猛威を振るっている中での朝来・宮本丸の船出となります。通常の例

会や奉仕・親睦活動が制限される中で色々とご苦労があることが多いかと拝察いたします。しかし、
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このお二人について行けば、上郡佐用ロータリークラブの未来は明るく照らされ、楽しく素晴らしい

1年になると確信しています。 

本年度、国際ロータリー会長はインド・カルカッタのシェカール・メータ氏です。テーマは、

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

現在、インドは COVID-19が猛威を振るっています。その脅威に立ち向かいながらこのテーマの実現

に挑戦することがロータリアンであると言われています。 

吉岡ガバナーは「 For the dynamic Leaders of futures with Rotary （ロータリーと

共に活力に満ちたリーダーを育てるために）」を行動指針とされました。「親睦」と「奉仕」の実践の

ための「学び」にスポットを当て、リーダーとしての人材育成をスローガンとされています。 

COVID-19の感染が治まらない中でのロータリー活動ですが、寺本会員が医療従事者支援金をポリ

オプラスロータリー財団に寄付されていたことを知り、大変感銘を受けました。近くに素晴らしいロ

ータリアンがおられることでロータリーの奥深さを知りました。朝来会員・宮本幹事様、そして皆様

から多くの事を学ばせて頂きたいと思います。一年間宜しくお願い致します。 

 

会長の時間 

 先ずは、先週の理事会報告です。 

① 例会様式について 

当面の間、現状の時短例会で進めさせていただきます。 

② ガバナー公式訪問について 

前年度と同様、例会に来て頂きます。ガバナーの昼食は会議室でとっていただきます。 

③ 危機管理委員会の設置について 

理事会が兼任する。 

④ 当クラブのビジョンについて 

ガバナー公式訪問までの課題とする。 

⑤ 最終例会について 

コロナ感染状況により今後検討する。 

理事会報告は以上です。 

 

今日の時間は、言った人も言われた人も幸せな気持ちになれる「ありがとう・感謝の気持ち」につ

いてです。私は、職業柄毎日のようにお客様に「ありがとうございました」と感謝の気持ちをもって

言葉にしています。当たり前のことだと思って気持ちよく発する様に心掛けているのですが、「“あり

がとう”という言葉の意味」について調べてみました。 

「ありがとう」という言葉は「有り難し」という言葉から生まれたと言われています。 

“有るのが難しい”と書くところから、「有り難し」には「めったにない」、「奇跡」といった意味が

あります。また、「有り難し」という言葉は、仏教に由来しているとされています。 

仏教の教えでは「私たちが日常で“当たり前”と思っていることも、実は有り難い、まれなことであ

って、そこに感謝することが大切です」と説明されています。 

「限りなくたくさんのご縁が結ばれて、今のこの瞬間を迎えることができました」という感謝や喜び

の言葉が、「ありがとう」なんだそうです。 

「ありがとう」の反対語って何だと思いますか。「ごめんなさい」とか「有り難くない」とか思たり
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しましたが、答えは「当たり前」でした。 

「こうやって生きているのは当たり前」、「太陽が沈んだら、月が昇ってくるのは当たり前」のように、

この世には沢山の「当たり前」であふれています。そうやって「当たり前」と思っているすべてが、

実は、「めったにない、有り難いこと」で、そこになかなか、感謝の目を向けることができないもの

です。 

昨日までの当然のことのように普通に生活を送っていたのに、静岡県熱海市で発生した土砂災害は、

目を疑いたくなるような光景に愕然としました。 

当たり前のように過ぎる日常に感謝をして、もしもの時の備えをしながら、平和な日々が継続される

こと、そして被害に遭われた皆様の心の傷が少しでも癒されていきますように祈っています。 

 人ってつい特別なものばかりに心を奪われて、近くに存在する日常のものに目を向けることができ

ないものだと思います。自分の身体、親、妻、子供、友達、仕事、従業員そして、ロータリークラブ。

本当に、有り難いと改めて感じています。 

 

幹事報告 

○ガバナー事務所より「会員維持増強物語」の冊子が届いております。 

○地区規定審議委員会より、御礼並びに報告が届いております。 

○連絡事項 

  髙見会員より、姫路市立美術館で開催されている「刀剣の光陰」の招待券を頂いておりますので 

  よろしければご利用下さい。 

 

各委員会報告 

前年度会長 

本日例会終了後、前年度分理事会を開催したいと思いますので該当者は宜しくお願い致します。 

プログラム委員会 

プログラムの配布はまだ先になりますので、今後の予定をお知らせいたします。 

16日は各委員長の活動方針、23日は祝日で休会、30日は決算・予算の報告です。 

各委員長の皆様ご予定お願い致します。 

 

審議事項 

特になし 

 

本日のプログラム 

≪今年度活動方針≫ 

江見クラブ管理運営委員長 

RI会長テーマ 「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」が本年度のビジョンとなって

おります。 

委員長として例会の運営に関与するだけではなく、会員の皆様が満ち足りた幸せを感じられるクラ

ブの運営全般を考え、活動を行いたいと思います。 

＊他の委員会との連携を深め、クラブの活性化を図る。 

＊クラブの活性化及び多様化、クラブ運営の柔軟性への検討をする。 
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＊例会を興味深く、出席する価値あるものにするか考える。 

＊コロナ渦での中、会員の交流できる活動の計画を検討する。 

＊ハイブリット例会継続化への支援を行う。 

 

辻職業奉仕委員長 

RI理事会において 2019年 7月より DLP（地区リーダーシップ・プラン）の実施につき、職業奉仕委

員会と青少年奉仕委員会の責務を、社会奉仕委員会に統合する。 

RIの理事会の決定に従うと、地区の職業奉仕担当委員会は社会奉仕委員会内に「職業奉仕小委員会」と

して設定されることになります。 

しかし、浅木年度、高瀬年度では 2680 地区の底流にある職業奉仕を根幹と捉えるロータリー観に寄り

添い、「職業奉仕委員会」の「社会奉仕委員会」への全面的統合的編入を避けるため、止むを得ざる処置

として、研修委員会内に「職業奉仕・職業倫理小委員会」として編入する組織変更が行われたのです。 

吉岡ガバナー年度では「職業奉仕委員会」が再び独立委員会とされています。 

この際「職業倫理委員会」に改名すれば分かりやすく成るのではないでしょうか。 

我々がロータリークラブ会員を続けていく為には、家族の理解・職場の理解それに安定した経営環境で

す。これらの事を叶えるために、ロータリアンとして職業奉仕を勉強し、倫理順法をまもり実践する事

が大切ではないでしょうか。職業奉仕月間に近江商人研究家塚崎会員にスピーチをお願いしたいと思っ

ています。 

 

半田社会奉仕委員長 

例年の継続事業を、感染防止対策を講じながら実施したいと思います。 

1. 国道 373号線千種川周辺の清掃 

2. 献血事業の支援 

3. 秋春全国交通安全運動街頭指導 

4. プロバスクラブとの合同例会開催 

5. 上郡町・佐用郡美術展などの後援 

6. 青少年委員会と協力して、上郡ジュニアソフトテニス大会開催 

 

池田国際奉仕委員長 

昨年度、本年度と 2年続けて、国際奉仕を担当致します。昨年度は、コロナ禍で全ての事業が出

来ませんでした。本年度は、昨年度の目標をそのまま継続したいと思います。 

① 佐用町の日本語学校との交流 

② 国際大会への参加のお願い 

来年 6月ヒューストンで国際大会が開催されます。しかしコロナ禍の状況では、前年度の台湾国

際大会のように、バーチャルで行われる可能性もあります。コロナへの不安、そして日本から遠い

ヒューストンですので、なかなか参加が難しいと思いますが、もしバーチャルでの開催であれば、

日本にいながら国際大会に参加できます。現地ヒューストンでの国際大会への参加、バーチャルで

の国際大会の参加をお願いしたいと思います。 
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柳原青少年奉仕委員長 

今年度の青少年奉仕委員会は、世界テニス大会で優勝された上島選手、ウィンブルトン・テニス

大会に出場された浅越選手を輩出された名門上郡ジュニアソフトテニスクラブを応援し、未来のオ

リンピックメダル候補を夢見て活動を支援します。 

又、日本ボーイスカウト上郡第 1団と共同で千種川の清掃奉仕活動と共同募金活動を行い、子供

達にロータリークラブの奉仕の精神を少しでも理解してもらえるような活動をします。 

 

ニコニコ箱・親睦箱 

大岩ガバナー補佐様・・・朝来会長、宮本幹事様の新年度を祝して。 

ガバナー補佐としてお役に立てるように微力を尽くしたいと思います。 

宜しくお願い致します。 

朝来会長・・・大岩ガバナー補佐様、1年間ご指導のほどよろしくお願いします。 

宮本幹事・・・各地の豪雨、被災された方のご苦労を思うと心が痛みます。 

村山会員・・・大雨が続いています。各地で災害が発生しています。 

千種川も過去に大きな災害が起きていますので気を付けたいものです。 

三浦会員・・・ガバナー補佐をお迎えして。 

井口会員・・・大岩ガバナー補佐をお迎えして。 

池田会員・・・大岩ガバナー補佐をお迎えして。 

田村会員・・・大岩ガバナー補佐をお迎えして。宜しくお願い致します。 

小林会員・・・大岩ガバナー補佐をお迎えして。 

塚崎会員・・・大岩ガバナー補佐、1年間ご指導宜しくお願いします。 

山本会員・・・大岩ガバナー補佐をお迎えして。 

髙見会員・・・明日は Zoomデビューです。上手く繋がるか心配です。 

江見会員・・・大岩ガバナー補佐、本日は宜しくお願いします。 

柳原会員・・・昨日 2回目のコロナワクチンの注射を女房と一緒に大岩先生のところで接種 

しました。これで一安心です。 

箸蔵会員・・・梅雨の末期という事で天候が荒れますね。 

昨日、相生から新幹線に乗れず、普通、新快速と乗り継ぎ京都まで行きました。 

半田会員・・・大岩ガバナー補佐をお迎えして。 

深澤会員・・・先週欠席すみません。誕生日お祝い有難うございます。 

大岩ガバナー補佐、1年間宜しくご指導お願いします。 

岡田会員・・・湿度が高いので体調管理に気を付けます。 

寺本会員・・・大岩ガバナー補佐をお迎えして。 

大澤会員・・・大岩ガバナー補佐をお迎えして。 

辻 会員・・・大岩ガバナー補佐をお迎えして。 

 

ニコニコ箱   ２１，０００円 

親 睦 箱   １４，０００円 

合   計   ３５，０００円 

 


