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【 COVID-19 変異株感染症対策として例会の簡素化を実施しています。
】
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欠席会員：岡本会員・箸蔵会員
会長の時間
今週の日曜日、日本ボーイスカウト上郡第１団と共同での千種川清掃活動にご参加頂いた皆様、お
疲れ様でした。私は今まで、時間が合わず、初めて参加し、ロータリークラブ代表で挨拶させていた
だきました。
実は私の長男と次女はそれぞれ小学校 2 年生頃から、ボーイスカウトに加入し、高校生頃まで、活
動に参加しておりました。子ども達の活動を久ぶりに見て、すごく懐かしく感じました。
ボーイスカウトでの思い出を少しお話します。今から 30 年以上前に、神戸市東灘区に在住してい
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たころ、私の長男は少し落ち着きがない子供で、いいところがないかと調べたところ、ボーイスカウ
トがいいと聞き、ソフトボールの集まりがあるとのことで、体験参加を親子でしました。終了後、カ
ブスカウト隊の隊長より、今から面接しますと言われ、少し質問を受けてから、はい合格ですので、
入隊認めます、次回より、隊の行事に参加くださいといわれました。見学に行っただけなのに、強引
さにびっくりしました。が、長男も楽しそうだったので、次回から参加させてもらうことにしました。
カブスカウト隊は小学 2 年～5 年生の隊で、必ず親同伴で参加して下さいとのことで、毎回下の子
供 2 人を連れ、家族で参加するようになりました。ちなみに、ボーイスカウト隊以上は、基本、子ど
も達のみで活動をしますので、親の参加はありません。カブ隊の隊長やリーダーの方はボーイの制服
を着られていたのですが、不思議なことに、子ども達の名前とリーダーの名前を少しずつわかりだし
たら、やたらと同じ名字が多いことが、わかりました。全てのリーダーは子供たちのご両親だと判明、
てっきりボランティアの方がリーダーをされていると勘違いしていました。ほとんどの親御さんは、
ボーイスカウトの経験がなく、子どもさんが、ボーイスカウトに入ったために、必然的に役割が与え
られて、子どもと一緒に成長されていると感じました。又一緒に楽しんでおられるように思いました。
リーダー以外の親御さんは、団委員として活動の裏方として、お手伝いしています。
最初に入った東灘区の団では、六甲山が傍にあり、六甲山登山、夜間ハイキング、森のレストラン
という名前で、森の中で班ごとにそれぞれ一品調理しての昼食会。クリスマス会、夏の一泊キャンプ
等、大人も子供も楽しめるプログラムがたくさんありました。私の転勤により、千葉県浦安市のボー
イスカウト、神戸市西区のボーイスカウトを長男は自分で探して、入団しました。3 つの団の経験者
は珍しいようです。次女が引越で千葉から神戸西区の小学校へ転校したのが 2 年生の時でしたが、言
葉が関東弁のためか、神戸になじめていないようでした。ボーイスカウトは男の子しか参加できなか
ったのが、時代の流れかその年から兄弟がボーイスカウトに入っておれば兄弟の女の子が入れるよう
になったのを知り、無理やりに加入させました。偶然にも、同学年の女の子が合わせて 4 人加入し、
結果、高校卒業まで加入し、今でも仲の良い友達のようです。
私も佐用に戻るまでは、ボーイスカウトのイベントには、お手伝いで時々参加しておりました。今
は、当時一緒に活動に参加していた親御さん約 10 名の方と年 1～2 回忘年会などの飲み会を行ってお
ります。利害関係のまったくなく年齢も職種も違うので楽しい食事会です。残念ながら、コロナ禍の
中ですので、約 3 年食事会は開かれておりません。
一年の年度は、10 月～翌年 9 月までで、カブスカウトへの上進及びカブスカウトからボーイスカ
ウトへの上進は小学 5 年の 10 月からとなり、団のリーダー及び団委員も 10 月より担当がかわります。
なぜか関東の方は 4 月～翌 3 月のようです。団はそれぞれの地域で独立して存在し、会計上も独立し
ています。ボーイスカウトは「備えよ、常に」など基本的な標語があり、年度初めに年間活動計画表
を作成されていますが、ロータリーの年間予定表に酷似しています。又運営の仕方もよく似ていると
感じています。又、奉仕に対する方向性もよく似ています。ジャンボリーという世界大会もあります。
雰囲気もボーイスカウトとロータリークラブは同じように感じるこの頃です。ボーイスカウトの発祥
の地はイギリス、ロータリーはアメリカなので、考え方はよく似ているのかもしれません。
幹事報告
〇比国育英会・バギオ基金より、バギオ基金創立 40 周年記念祝賀会の案内
〇佐用町長より、第 41 回佐用郡美術展後援のお願い
〇新入会員歓迎会のアンケートを回覧しますので 各自ご記入お願いします。
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〇例会終了後、臨時理事会を開催しますので理事の方はお願い致します。
各委員会報告
ゴルフ同好会・親睦活動委員会
7/23・24 のゴルフと季譜の里の宿泊についてですが、コロナの感染者数が増加傾向ですのでこの後
の臨時理事会でどうするか検討したいと思います。決まりましたらまたお知らせしますのでご理解
お願い致します。
審議事項
特になし
本日のプログラム
≪クラブアッセンブリー≫
青少年奉仕員会 髙見委員長
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と認知度を高め、協力体制を強める。池田会員に相談し、アドバイ
スを頂きながら精一杯頑張ります。
先日 10 日の日曜日、千種川の清掃奉仕活動を例年同様ボーイスカウト上郡第 1 団と一緒に、江
見会長をはじめ 6 名で参加してきました。日差しが強くマスクの中がかなりむせましたが無事に活
動することが出来ました。コロナ禍であり、各地区のジュニアテニスクラブとそれに伴う上郡佐用
RC 杯ジュニアテニス大会等、活動の援助が出来ていませんが状況を見て援助を行っていきたいと
思います。
出席委員会 名田委員長
今年度、出席委員会を担当させていただきます。まずは会員皆様方にとって楽しく親睦が図れる
ためにも、安心安全に出席できる例会の開催に努めたいと思います。またコロナ禍において、ハイ
ブリッド例会も導入・継続となっており、非対面での例会への出席もしていただける環境も整って
おりますので、出席率 100％を目指して続けていきたいと思います。
皆様のご理解ご協力を宜しくお願い致します。
会員増強委員会 半田委員長
ここ数年間の地区在籍会員数を見ると、状況の厳しさを感じますが、退会防止に尽力しつつ、純
増 1 名は目標としたいと思います。
会報 HP 委員会 寺本委員長
クラブ会報では、クラブの例会報告や卓話の内容、活動状況等をできるだけ正確に分かりやすく
記録すると共に、例会行事の予告やロータリー情報等も詳しく正確にお伝えできるよう努めて参り
ます。また、クラブ内外への情報発信を通じて、RC の公共イメージと知名度の向上の一助となる
べく活動していきます。
SNS 等を使用して、クラブ会員への連絡やコミュニケーション構築を図って行きたいと思います。
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見て楽しいクラブ会報になるように、三浦会員のご指導のもと一年間頑張ってまいりますので、会
員の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
プログラム委員会 田村委員長
今年度も新型コロナウィルス感染症などの状況を見ながらの例会運営となると思いますが、今の
ところ制限が徐々になくなってきている状況です。例会についても、江見会長から食事の時間を少
し短くして、開始時間を 12 時半とするけれど、例会の時間自体は 13：15 までの 45 分に戻すとお
聞きしています。ですので、今年度は可能な限り以前のように外部講師の卓話や職場例会、プロバ
スクラブとの合同例会といったことをやっていきたいと考えています。
プログラムの予定表は一応作成しましたが、具体的な日程等は、その時々の状況を見ながら決め
ていき、毎月の最終例会までに翌月の予定を報告していくようにしたいと思います。今、私が個人
的に考えていることですが、職場例会の一つはぜひとも谷口会員のコバコでお願いしたいと思いま
す。また、以前していただいた、箸蔵会員の慈山寺さんでの「写経」が大変良かったので、可能で
あれば、もう一度お願いしたいと思っています。
いずれにしても、会長、幹事、SAA、各委員長の方々と連携を取りながらプログラムを決定、実
施していきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。
ニコニコ箱・親睦箱
江見会長・・・姫路 RC 藤井様をお迎えして。
寺本会員・・・姫路 RC 藤井様をお迎えして。本日は宜しくお願いします。
大澤会員・・・姫路 RC 藤井様をお迎えして。
三浦会員・・・久し振りのお客様をお迎えして。
岡田会員・・・今年は高校新卒 8 人を求人募集しました。
大岩会員・・・姫路 RC 藤井様をお迎えして。
村山会員・・・姫路 RC 藤井様をお迎えして。
髙見会員・・・姫路 RC 藤井様をお迎えして。
半田会員・・・姫路 RC 藤井様をお迎えして。空地、日下部会員に宜しくお伝え下さい。福本会員も
宜しくお願いします。
山本会員・・・深澤会員、昨日はお世話になりました。
井口会員・・・姫路 RC 藤井様をお迎えして。
朝来会員・・・姫路 RC 藤井様をお迎えして。
塚崎会員・・・南光ひまわり祭りが開催中です。見に来てね
ニコニコ箱
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