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例会場 ： 上郡町商工会館 ２F 大会議室 
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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 

我らの生業（演奏のみ） 

来客・来訪会員紹介 

なし 

歓迎歌 

なし 

 

お祝い 

  （2月） 

会員誕生日 結婚記念日 配偶者誕生日 

三浦・柳原・山本会員 三浦・名田・会員 柳原・江見・髙見会員 

（大岩・岡本会員欠席）   
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（3月） 

結婚記念日 配偶者誕生日  

朝来・柳原会員 井口・小林・村山・朝来会員  

 

写真不掲載 

 

 

 

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 21 2 0 3 88.46 休 会 

 欠席会員：岡本・久保・箸蔵会員 

 

会長の時間 

こんにちは、皆様お久しぶりです。1 月の後半からの休会でしたので、約 2 ヶ月ぶりの例会です。

新型コロナの蔓延防止等重点措置も解除となりやっとだなという思いです。娘が通っている小学校も

学級閉鎖を繰り返し、オミクロン株の感染の強さを身近に感じました。 

感染防止を徹底して頂き毎週の例会を進めて参りますので、ご協力の程宜しくお願い致します。心

配だなと思う方は、ZOOMでの例会参加でも大丈夫ですので、前日までに事務局へ連絡をしていただ

いたら準備をしますので、お願い致します。 

この 2ヶ月の間には、北京冬季オリンピックが開催されて、感動や勇気を頂きましたが、その後に

ロシアによるウクライナ侵攻の報道を見ていると心を締め付けられる思いがずっとしています。ウク

ライナ危機緊急支援の寄付を微力ながら、させて頂きました。こうして、例会が開催されることの有

難さを感じながら、コロナの収束、戦争の終息を願っています。 

ここで、私の商売に多少は関係のあるロシアからの水産物の輸入の現状について紹介します。イク

ラ、ズワイガニ、サケ、ウニなど北海道がロシアから輸入している 4割はこうした水産品だそうです。

日本が経済制裁に踏み切るなか、サケに関して 6月までは原料を確保できているが、7 月からの新物

は予測がつかないと言っている業者もあるそうです。 

日本にも国産の代替品はあるのですが、資源状態が良くないものが多く、水揚げが減少傾向なので、

ロシアからの輸入が止まると、かなり厳しいことになります。 

市場の魚屋と話をしていると、ロシアからのサケが入って来なくなったら、カナダ産やノルウェー産

などがあるけど、ロシアの上空を通れないので、輸送費が余分にかかるうえ、原油価格の高騰により、

かなり値上がりするようなことを言われていました。国産も取り合いになり価格が上がります。ここ

一年の間にもすべての食材が微妙に値上がっているのに、これから半年後、一年後、とまだまだ影響

が出てくると思われます。 

生き残るため手を変え品を変え対応していかなければならないと思っています。 

 

幹事報告 
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〇ガバナー事務所より、下記の書簡が届いております。 

1. 2022年地区研修・協議会の案内 

2022年 4月 29日（金・祝） 神戸ポートピアホテル 

2. 2022-23年度地区委員推薦・依頼 

3. 第 42回 RYLAセミナーの案内 

4. RLI（ロータリー・リーダーシップ研究会）の案内 

5. ウクライナ災害救援基金の依頼 

〇ロータリーの友事務所より「ロータリーの友」購読料改定のお知らせが届いております。 

〇龍野 RCより例会変更のお知らせが届いております。 

4月 7日（木） ⇒ 創立記念例会   4月 8日（木）・5月 5日（木） ⇒ 休会 

〇神戸東灘 RCより創立 50周年記念誌を頂いております。 

〇相生 RCより週報（No.3068－3062）、赤穂 RCより週報（No.3279－3286）、並びに龍野 RCより

週報（No.3043－3049)を頂いております。 

〇日本ボーイスカウト上郡第 1団より、入隊式・上進式の案内と補助金申請書が届いています。 

4月 3日（日） 午後 2時から 上郡町スポーツセンター 

〇西播第 2グループ大岩ガバナー補佐より、IM開催の案内をいただいております。 

5月 14日（土） 上郡町生涯学習支援センター 

〇佐用町長より第 2回さよう星降る町のビジネスプランコンテスト後援の礼状が届いております。 

〇上郡町交通安全対策委員会より令和 4年度の実施計画についての案内が届いております。 

当クラブの立ち番  4月 8日（金） 

 

3月 11日理事会報告 

例会の再開について 

コロナ感染状況は膠着状態にあるものの、オミクロンでの重症化は限定的、高齢者への 3

回目ワクチン接種も順調にすすんでいることより、3 月 21 日以降例会再開とするスタイ

ルは時短形式。感染心配な場合は Zoom参加の事。 

IMの委員会構成について 

大岩ガバナー補佐、塚崎 IM 委員長を中心に、記録・駐車場・受付・会場整備など各係を

設定する。上郡、佐用各町長、ガバナー、西播第 2グループ各クラブへ近日中に案内を出

す。 

プログラムを作成する 

上郡佐用ロータリークラブ杯親善ソフトテニス大会について 

ロータリー杯が諸般の事情で従来通り実施できなくなった。その代替案には協力するが、

ロータリー杯が開催できない場合はその限りではない。 

次年度の 60周年記念について 

深澤委員長を中心に計画を進める。西嶋社長に講演を依頼する。 

 

各委員会報告 

プログラム委員会 

  4月 1日 PETS報告 江見会員 以後はまた後日お知らせ致します。 
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社会奉仕委員会 

春の交通安全週間になりました。当クラブの立ち番の日は、4月 8日（朝 7時半～8時半）です。 

上郡と佐用、それぞれの場所でご協力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 

＜会員スピーチ＞  オンライン会議ツール「ZOOM」の紹介  小林会員 

コロナ禍にあって在宅勤務やオンライン会議の必要性が高まった約2年前からその存在感を大き

く増しているのが ZOOMです。 

国際ロータリーもその導入と、この便利なツールを使用したオンライン例会を推奨しており、我

がクラブも昨年、既存クラブ向けに優遇提供されている権利を利用して導入しました。 

ちなみに ZOOM は 2 人だけのコミュニケーションに関しては無料使用することができますが、3

人以上のミーティングでは 90 分までの時間制限があり、また WEB 上での録画録音機能が使えな

い等の制約がかけられています。ロータリークラブの通常例会に ZOOM を利用することには様々

なメリットとデメリットがあります。 

いかなるシチュエーションやロケーションにおいても媒体と通信環境だけあればお互いの画像

を見ながら音声録音付きで保存しつつリアルタイムで例会に参加できるという事に関しては、例会

に「参加」できる手段が増えるという大きなメリットがある一方、やはり会食をしながらの雑談を

含めた会員相互のリアルコミュニケーションに勝るものは無く、私個人の考えとしましては基本的

にリアルな例会が毎週定時に開催されている前提がある上での“非常参加手段”として確保がなされ

ているという状態が理想ではないかと思います。 

余談ですが、実際に ZOOM とリアルのハイブリッド例会を実施してみると、外部参加者への音

声が聞きづらいので発言者にマイクが必要だったり、逆に雑音が入ってしまうので外部参加者は基

本ミュートにしておかなければならないという、運営上での細かなチューニングも必要だという事

に気づかされます。 

今後会場内の安定的な通信環境を確保しつつ外部参加者への発言機会の確保等にも配慮しなが

ら、新時代 RI の方向性に則した上で我がクラブ独自のハイブリッド例会のよりよい形を模索して

いく必要があります。 

尚、ZOOMアプリの具体的操作方法については使用媒体（ＰＣ・スマートフォン）やホスト・クラ

イアントの立場の違いでそれぞれ異なりますので、実践しつつ会員相互で習熟していくべきものと

考えます。 

よって今回文面でのご説明は割愛致します。 

 

ニコニコ箱・親睦箱 

朝来会長・・・皆様お久し振りです。結婚記念日・自祝。 

宮本幹事・・・久し振りの例会ですね。あのオミクロン株蔓延の中会員の皆様、よくぞご無事で。 

良かったですね。本日は小林会員宜しくお願いします。 

柳原会員・・・今日我が家にツバメが帰ってきました。糞の世話も大変ですが、楽しいです。 
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そしてお祝いを 3つも頂き、有難うございます。 

三浦会員・・・誕生日・結婚記念日自祝。 

オミクロン蔓延防止解除となりましたが、皆さん気を付けましょう。 

井口会員・・・皆さん、お久し振りです。誕生日自祝。 

池田会員・・・例会に寄せて。 

深澤会員・・・お久しぶりです。皆さんお元気そうで何よりです。 

人形供養祭、春祭りの準備で頑張っています。 

寺本会員・・・例会に寄せて。 

半田会員・・・皆さんお久し振りです。久し振りの例会、楽しみましょう。 

田村会員・・・皆様、本当にお久し振りですね。お元気でしたでしょうか。 

改めて宜しくお願い致します。 

辻 会員・・・お久し振りです。 

名田会員・・・久し振りに例会が再開できて良かったです。よろしくお願いします。 

小林会員・・・例会再開を祝して。 

村山会員・・・お久し振りです。先日コロナワクチンを接種しましたが、副反応は全くありません 

でした。 

江見会員・・・4月 29日の次年度地区研修・協議会出席予定の皆様、宜しくお願いします。 

髙見会員・・・久し振りの例会です。春らしくなり、気持ちの良い季節になりました。 

今日もよろしくお願いします。 

石原会員・・・お久し振りです。 

大澤会員・・・例会再開を祝し。 

塚崎会員・・・今日から恐怖の春休みが始まります。 

山本会員・・・傘寿自祝。 

谷脇会員・・・久し振りの例会に寄せて。  

  

ニコニコ箱   ２４，０００円 

親 睦 箱   １７，０００円 

合   計   ４１，０００円 

 


