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上郡佐用ロータリークラブ  WEEKLY REPORTS 

2022－2023年度  Rotary Internationalのテーマ 

「 Imagine Rotary 」 「 イマジン ロータリー 」 

Jennifer E. Jones RI President  （ Canada ） 

ジェニファー E・ジョーンズ RI会長 （ カナダ ） 

 

 

   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：江見 孝信 幹 事：石原 香澄 会 報：寺本 英徳 

 

2022 年 09月 30日       コロナ感染対策として例会簡素化 Vol. 60  No．06 

 

点鐘・ソング 歓迎歌 

それでこそロータリー       なし 

来客・来訪会員紹介  

なし  

お祝い 

8月会員誕生日 8月配偶者誕生日 

名田会員 箸蔵・谷口(Zoom)会員 

  

 

9月結婚記念日 9月配偶者誕生日 

塚崎・大岩・谷口(Zoom)会員 名田会員 
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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(%) 

27 21 4 1 1 96.3 96.3 

 欠席会員：岡本会員 

 

会長の時間 

会員の皆様、久しぶりにお会いでき、お元気そうで何よりです。新型コロナ第 7波により、過去最

大の感染者数が続いていましたが、9 月頭ぐらいから、徐々に減少傾向がみられ、今やかなり激減さ

れてきました。約 2 か月の例会休会でしたが、9 月 16 日臨時理事会を開催し、本日よりの例会再開

の運びとなりました。尚、理事会報告は石原幹事より報告させていただきます。 

10月度はクラブ協議会、ガバナー公式訪問と重要な行事があります。昨年度、ガバナー公式訪問は

コロナのため、急遽、会長幹事のみでの対応になりました。そのため、前年度の吉岡ガバナーが当ク

ラブの会員に卓話出来てないので、前月の 8月 5日にお越しいただき、卓話される予定でしたが、コ

ロナ拡大のために、休会となり、お迎え出来なかったのは誠に残念でした。今年度は何とか開催の見

込みがたち、安心しております。皆様のご協力よろしくお願いします。 

今年は 12 月下旬頃から、コロナ第 8 波とインフルエンザのダブルでの感染が始まるのではとの予

測が噂されております。正しいかどうか分かりませんが感染防止対策徹底の上、11月頃に新入会員歓

迎会、12月のクリスマス家族例会を開催したいと思います。井口親睦委員長、親睦委員の皆様よろし

くお願いいたします。その上で新年 1月の高嶺神社の初例会を無事に迎えればと思います。 

 

幹事報告 

○ガバナー事務所より下記の書簡が届いております。 

1．2022-23年度  公式訪問の連絡 

2．ロータリー財団セミナーの案内 

2022年 10月 15日（土） 神戸ポートピアホテル 

3．クラブ管理運営セミナーの案内 

2022年 10月 29日（土）  神戸ポートピアホテル 

4．国際奉仕セミナーの案内 

2022年 11月 13日（日）  神戸ポートピアホテル 

5．「令和 4年 8月青森県大雨災害」支援協力依頼 

6．「POLIO-DAY」参加依頼 

7．地区補助金プロジェクト見学訪問の案内 

2022年 10月 15日（土）  神戸西ロータリークラブ 

8．2022年-23年度ポリオ根絶チャリティーゴルフコンペの案内 

9．ロータリーカードについて 

○ロータリー米山記念奨学会より 10月米山月間資料が届いております。 

○赤穂 RCより第 1回西播親善ゴルフ大会の案内が届いております。 

2022年 11月 23日（水・祝） 赤穂カンツリークラブ 

○豊岡 RCより創立 70周年記念式典並びに祝賀会の案内が届いております。 

○相生 RCより例会変更のお知らせが届いております。 
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○龍野 RCより週報（No.3066〜3073）をいただいております。 

○来週はクラブ協議会ですので五大奉仕委員長の発表と会員の皆さんは服装にも配慮お願いします。 

 〇9/16開催理事会の協議事項の報告です。 

① 例会再開について 

9/30より例会再開 時間：12時 30分～13時 15分 食事は可能。持ち帰りも良し 

② 8月並びに 9月のお祝いについて  

9/30の例会で実施する 

③ ハイブリッド例会について 

ハイブリッド例会のネット環境を約 112,000円程かけて整備する 

④ クラブ協議会及び公式訪問について 

10月 7日、10月 21日 予定通り実施する 

⑤ 秋の交通安全立ち当番について 

9月 22日例年通り実施 実施日が例会開催後になるので、例会再開 FAXにて周知する 

 

各委員会報告 

社会奉仕委員会 

9月 22日は RCの交通立ち番です。ご都合のつく方はご協力宜しくお願い致します。尚、ご参加下

さいました会員は、後日、出席委員長にご報告宜しくお願いします。 

親睦活動委員会 

11月 12日の土曜日、午後 6時より朝来商店にて新入会員歓迎会を実施致します。皆さん、ご参加

宜しくお願いします。 

プログラム委員会 

10月の予定  10/07  クラブ協議会 

10/14   米山奨学委員会 

10/21  ガバナー公式訪問 

10/28  ロータリー情報委員会 

 

審議事項 

特になし 

 

本日のプログラム 

≪会員スピーチ≫  危機管理委員会と戦略計画委員会について   朝来会員 

皆様、こんにちは。大変お久しぶりです。お元気でしょうか。今日は、田村プログラム委員長か

ら危機管理委員会と戦略計画委員会について、お話しをして欲しいということで、時間を頂きまし

た。たどたどしい話になるかと思いますが宜しくお願い致します。 

前年度の吉岡ガバナーとの会長幹事懇談会で、危機管理委員会の設置と戦略計画委員会の設置を

進めて頂きたい、理事会とは別枠で作って頂いた方が良いということでした。その理由は、理事会

が兼務だと一年ごとに変わってしまい公平性を欠くことになるから。そして、ハラスメントについ

ては、絶対に防ぎたいので、危機管理について力を入れてほしいということでした。先ずは、その

危機管理についてです。全ての活動には、基本的にリスクが伴います。青少年プログラムの参加者
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が関わる活動は特にそうです。青少年は危機的な状況において特に被害を受けやすいため、各クラ

ブにおいて危機対応計画を講じる必要があります。危機はほぼ想定外に発生し、その影響は急速に

拡大します。緊迫した状況下では迅速な対応や適切な判断が難しくなります。防げる危機もあれば、

避けられない危機もあります。 

よって、特に青少年が参加する場合は、万一の事態における手順をまとめておくことが、危機が健

康や安全、セキュリティに与える影響を最小限に抑え、地区の評判へのリスクを軽減出来ます。そ

して、危機に対応する危機管理委員会を去年設置いたしました。 

そのメンバーは、医者、弁護士、司法書士さんなど、法律に詳しい方が望ましいということで、

委員の方を決めさせて頂いています。忘れておられる方がいるかとおもいますので、名前の確認と

いうことでもう一度発表をさせて頂きます。 

危機管理委員会 

大岩会員・箸蔵会員・半田会員・田村会員・寺本会員・宮本会員・現会長 

上郡佐用クラブでは、青少年に関わる事業は、ボーイスカウトとの清掃活動とソフトテニスぐらい

ですが、大きな式典やロータリー活動を行うときには、集まって頂き、どの様なリスクがあるか洗

い出すことも大事かなとも思います。青少年に関わること以外にも、事が起こってからこの委員会

が集まらなければいけないことがないようにロータリアンとして自覚ある行動をお願い致します。 

次に、戦略計画委員会の設置についてで、先ずは、地区の戦略計画のビジョンについてです。 

地区ビジョンは国際ロータリーの新しいビジョン声明を踏まえながら、当地区の伝統と特性を踏ま

えて作成されています。私たちはロータリーの「奉仕の実践」・「中核的価値観」を推進し、自らの

人間力を高め、活気にあふれ、魅力あるクラブを目指し、地域社会や世界に持続可能な良い変化を

生むために行動をします。 

地区ビジョンの核になるのは、「奉仕の実践」・「中核的価値観」の推進です。人道的奉仕を実践

し、かつロータリーの普遍的価値観である「親睦」・「高潔性」・「多様性」・「奉仕」・「リーダーシッ

プ」の推進はロータリーという組織の在り方と方向性を定める原動力であり、ロータリーが他の団

体に対して持つ優位性であります。それによってロータリアンが人間力を高め、活気にあふれ、魅

力あるクラブを形成することによって、地域社会や世界に持続可能な変化をもたらすことができま

す。このような思いから地区ビジョンは作成されています。また、地区ビジョンは各クラブのビジ

ョン作りの指標でもあります。是非、各クラブがクラブの伝統並びに会員のコンセンサス（合意形

成）を踏まえることにより、クラブ独自のビジョンを作成してください。そして、そのビジョンを

具現化するための戦略計画、行動計画をしっかりと立ててください、とのことです。 

クラブビジョンは短期ではなく 10 年単位のクラブの会員の皆様が一致した方向性を持ったもの

と言う事でした。地域性、歴史を大事にしていただき、会員の皆様と価値観を共有できるようなビ

ジョンを作くる。そこから構造計画として、例えば会員増強で何年か先に 5 人、10 人増を目指す

みたいな具体的な内容で示していただきたいとのことでした。 

戦略計画委員会においても何人かがお集まりになり組織的にきっちりと会員の皆様と共有出来

るような形で決めて頂いた方が良いとのことです。 

人間は基本的なことを忘れがちな部分があり、ビジョンさえあれば、「自分たちはこういう考え方

だから」と一言ですませることができる、ということで、戦略計画委員に、深澤会員・辻会員・塚

崎会員・大岩会員にお願いをしています。そして、去年、何回か集まって頂いて上郡佐用ロータリ

ークラブのビジョンを作成していただきました。では、その確認です。 
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3つの柱として、自由（自分の思うままにふるまえること。） 

寛容（心が寛大で、よく人を受け入れること。ゆるすこと。） 

謙虚（自分の能力・地位などにおごることなく、素直な態度で接するさま。） 

と決めさせて頂いています。そして、中長期戦略プランとして,「上郡佐用ロータリークラブは会員

それぞれの個性と特性を生かし、地域に根ざした明るく楽しい新時代のロータリークラブを目指

す。」と決めさせていただきました。 

具体的には、①ロータリークラブの趣旨を理解した例会と奉仕活動 

      ②会員増強と退会防止 

です。ガバナー事務所にも、去年このクラブビジョンを報告させて頂いています。 

先程言いました 3つの柱を頭の中に置いていただき、当クラブらしく活動していければと思いま

す。そして、このクラブビジョンは公式訪問クラブ報告書につけさせて頂いているので、ご覧にな

ってください。 

 

ニコニコ箱・親睦箱 

江見会長・・・例会再開できて良かったです。 

石原幹事・・・お久しぶりです。 

塚崎会員・・・結婚記念自祝。純愛夫婦も 16年目に入りました。 

箸蔵会員・・・8月配偶者誕生自祝。9月 14日に北海道の寺院に参拝して来ました。 

洞爺湖畔に宿泊しましたが、中国人の方々に囲まれる事なく、落ち着いて滞在出来ま

した。 

大岩会員・・・久し振りの例会を祝して、皆様お元気でしたか？ 

       9 月 24 日結婚記念日お祝い有難うございます。山本さんゴルフ出来るようになって

良かったです。 

朝来会員・・・皆様お久し振りです。スピーチ宜しくお願いします。 

半田会員・・・皆さん‼ お久しぶりです。例会に寄せて。 

三浦会員・・・コロナ収まりかけてきました。皆様お元気そうで何よりです。 

小林会員・・・例会再開 おめでとうございます！ 

辻会員 ・・・お久しぶりですね。 

名田会員・・・例会が再開となり良かったです。宜しくお願い致します。 

村山会員・・・お久し振りです。田の畦の彼岸花が綺麗に咲いています。 

山本会員・・・お久し振りです。どうにかゴルフ出来るようになりました。 

池田会員・・・例会によせて。 

井口会員・・・皆さんお久しぶりです。お元気でしたか。 

深澤会員・・・久し振りです。皆さんお元気ですか。 

田村会員・・・皆様ご無沙汰です。お元気でしたか？このまま例会を開けることができます様に。 

大澤会員・・・久々の例会によせて 

 

                        ニコニコ箱     ３，０００円  

親 睦 箱    ２２，０００円 

合   計    ２５，０００円 


