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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
会長の時間
「三日月さんぽ」というパンフレットをお配りしました。今年１月に出来上がり、佐用町内に新聞
折り込みで配布しました。地元農産物販売施設の味わいの里三日月、三日月地域交流センターなどに
三日月に来られた観光客のために常備しました。又、今年 10 月 30 日の日曜日に、3 年ぶりに開催予
定の武家屋敷マルシェ＆ウォークにて、来客に配布する予定です。
私はパンフの製作の三日月地域づくり協議会の部会である「三日月の誇り実現プロジェクト」のメ
ンバーで、約 7 年前にグループが出来て、ほぼ当初からのメンバーとして活動に参加しております。
佐用にＵターンし、母親が高齢で亡くなった後、ロータリークラブに加入する半年前です。
1

活動の主旨は、地域の街並み、歴史を見直し、旧佐用郡 4 町合併による旧三日月町中心部を含む全
域での空洞化、高齢化や人口減少により、どんどんさびれ続ける旧三日月地域を何とか活性化しよう
とすることで始まりました。そのためには、町外からの人を三日月地域に来てもらうようにイベント
をして、三日月の魅力を発信し、又地元の方には魅力を再発見してもらおうと考えました。三日月乃
井野陣屋にある武家屋敷群と武家屋敷の地割が貴重であることと、その保存が大事であることを PR
するために、武家屋敷マルシェ＆ウォークを 4 年連続開催しました。しかし、コロナのために 2 年連
続中止、今年は今のところ開催予定です。
コロナ禍の中、活動もかぎられたため、三日月に来られた方の案内パンフレットが無く、又常備さ
れてないので、部会で十数回の会議、内容を検討し、今年 1 月に完成しました。内容自体は簡単な説
明ですが、今後に向けての一歩と考えています。
「三日月さんぽ」の言葉の由来は、「誇り部会」のメンバーで、三日月の歴史、遺産、文化、植物
の研究・調査をされ、
「子どもたちの三方里山さんぽ」「みんなの三日月さんぽ」「播磨風土記でさよ
郡さんぽ」の 3 冊の写真集を中心とした内容で、自主出版の非売品をここ 5 年ぐらいの間に出されて
いる元教師の塚崎博行さんの題名から、いただいております。同氏は先週に佐用町立図書館講座で「ふ
るさとだいすき」とのテーマで講演されております。一度当クラブの外部講師卓話にお招きできれば
と思います。
先日、大澤副会長のご主人様に山城についての講演をしていただきました。西播磨山城復活プロジ
ェクトとして、県民局より西播磨山城周辺・歴史的たてもの・まちなみ MAP にて、我が家が紹介さ
れることになりました。山城をとりまく文化財などに指定・登録されてない歴史的建築物を紹介との
ことです。来年にはできるそうです。
昨年 7 月に、我が家に県の調査で 1 級建築士の方など 6 名程来られ 1 日がかりで部屋の間取り、家
の全体の寸法などの調査をされ、又、ドローンを飛ばされて、写真及びお庭の寸法の計測をされまし
た。回覧の図面、写真は当日の調査結果で今年 2 月にデーターでいただいたものです。
県の方の説明では、今後新たな制度ができて、文化財とは違い新たな制度に登録されれば、比較的
緩い基準で建物の補修等に補助金が出る制度が出来る見込みとのことです。新制度に登録させていた
だく予定です。
幹事報告
〇ガバナー事務所より
1. 2023 年 R I メルボルン国際大会地区旅行の案内
2. COVID-19 感染者発生の対応について
3. 7 月 24 日 米山奨学セミナーについて
〇7/15 開催 臨時理事会報告
今年度予算案審議
予算案通り可決しました。但し多額の繰越金について、今年度後期の会費を免除とし予算不足
分を繰越金で充てる事とする。但し、この件については 12 月の年次総会にて賛否を問うもの
とする。
8 月 5 日前年度吉岡ガバナー来訪について
食事は一緒にする。卓話後全員で集合写真を撮る。例会は全員参加を目指すこと。
7/23～24 の会員親睦会・ゴルフコンペについて
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コロナ感染者増加の状況を踏まえ、24 日のゴルフ親睦会のみとする。
各委員会報告
ゴルフ同好会
7 月 24 日の親睦ゴルフコンペにご参加の皆様、集合時間までにゴルフ場までお越し下さいますよ
うお願い致します。
プログラム委員会
来週の例会に会員皆さんで IM の報告書の製本を予定していましたが、印刷会社に見積書をお願い
して妥当な金額なら依頼することを検討しています。したがって来週の例会は他のプログラムを考
えます。
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≫

委員会報告残り

ロータリー情報委員会 箸蔵委員長
SAA、プログラム委員会と連携をとりながら、会員にロータリー情報を提供する。ロータリーを説
くもの、例えば、ロータリー百話に収められている例話等を活用しながら、クラブ会員研修を実施
する。
新会員には、入会時オリエンテーションの際に、必要な情報提供を行う。
親睦活動委員会 井口委員長
コロナ禍で色々制限がある中、気を緩めることなく対策を徹底し活動していきたいと思います。減
少傾向にあったコロナ感染者が急激に増えつつあるので、日時の設定等はまだ出来ませんが 6 名の
新入会員歓迎会も今期に開催したいと思っています。又、クリスマス例会は 12 月 17 日の土曜日、
最終例会は 2023 年 6 月 24・25 日にそれぞれ場所は未定ですが開催予定です。今後の状況をみな
がら検討していきたいと思います。
≪Zoom 利用についての説明≫

担当：小林会員

皆さんが Zoom に参加してもらう方法は、以前に説明いたしました。月一回 FAX で ID とパスワ
ードを皆さんのお手元に配付しております。
その設定をして頂きますとパッと入れるようになっております。外から参加された方は分かると思
うのですが、ポチッと押すとレコーディング・イズ・サクセスと出まして これは画像も音声も全
部撮っているということです。今日は、モニターを弊社から自前で持ってきました。セッティング
の簡単さが必要で、一回一回プロジェクターというのも大変で、こういったモニターであればケー
ブル一本で繋がりますから、クラブの予算があればあまり高くございませんので購入してはどうか
なと思います。
それとは別に、まずパソコンがインターネットに繋がらないといけないということだったのです
が、商工会の方で 1 階からの Wi-Fi 電波が届きにくいということで、2 階にも新しく機器を設置し
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ていただいてこの問題は解決しております 。また、各委員会報告等がマイクから離れております
ので、外から Zoom に参加された方には、少し聞き取りにくいということなのでマイクとスピーカ
ーの位置を考えなければなりません。
色々一つずつ問題を解決してここまで来たのでハイブリッド例会については賛否両論あるかと
思いますが、Zoom に関しては RI の方でも参加を認めていると思います。当クラブのある会員は、
仕事場が遠い所なので致し方ないのですが Zoom で参加して頂けるという道があれば、多様性を象
徴するクラブとなり得るのではないかと思います。
そういう意味で遠くに住んでいる方々にもメークアップの機会が増え、出席率 UP に貢献出来る
のではないかと思います。せっかくここまで問題を少しずつ解決しながら進んできたので、出席率
100%という方法の一つになればと考えております。
ニコニコ箱・親睦箱
江見会長・・・今年も 9～10 月にかけて地籍調査があり地区委員として参加します。
例会欠席するときは宜しくお願いします。
石原幹事・・・まだ 7 月なのに早くも夏バテか。
村山会員・・・Zoom がわかるようにしたいです。
朝来会員・・・明日は土用の丑の日です。「う」のつく食材を食べて元気に夏を過ごしましょう。
小林会員・・・例会に寄せて。
田村会員・・・例会に寄せて。
寺本会員・・・例会に寄せて。
岡田会員・・・
「トップガン」2 回目の鑑賞も胸熱でした。
髙見会員・・・今日もよろしくお願いします。
井口会員・・・親睦委員会活動にご協力宜しくお願いします。
山本会員・・・昨日龍クラで 38・42 の 80 で廻りました。自祝 24 日も頑張るぞ。
大岩会員・・・皆さん、元気で頑張りましょう。
深澤会員・・・今日は神戸行きです。日曜日全員出席で宜しくお願いします。楽しみましょう。
辻

会員・・・朝来君、お世話になります。

名田会員・・・親睦ゴルフコンペ楽しみです。宜しくお願い致します。
箸蔵会員・・・梅雨に逆戻りのような感じです。
お盆詣りをしている身としては幾分涼しく助かっております。
宮本会員・・・暑中お見舞い申し上げます。
塚崎会員・・・夏休み二日目、小 5 の次男 情は未だに通信簿を見せてくれません。
ニコニコ箱
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