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【 COVID-19 感染症対策として例会の簡素化実施中 】
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欠席会員：なし
会長の時間
伊藤ガバナー補佐より IM に関してお知らせがございました。先日の龍野クラブ理事会において、
11 月 28 日の IM は、開催の延期または中止を決断したとのことです。皆さまと懇親を深めるために
は延期という選択肢となりますが、現時点では状況をみて来春に開催できればと考えているとのこと
です。
続いて、8 月 21 日付けの臨時理事会の報告をさせて頂きます。既にお知らせしている通りですが、
補足説明とお願いが少々ございます。それは、当クラブ周辺地域のコロナ感染の拡大状況、近隣クラ
ブの運営状況から、Zoom ミーティングシステムの導入と感染対策強化をどのように進めていくかと
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いうことです。
先ず Zoom ミーティングシステムの導入ですが、未経験の会員の方に、実際どんなものかを実感し
ていただくことが何よりと考えています。そこで、小林前会長の協力も得ながら、簡易的でも Zoom
環境を整備して、会員みなさまに慣れて頂くことで徐々に軌道に乗せていけたらと考えています。そ
の中で当クラブに合った運用ルールも決めていくといった流れで進めていきます。
Zoom 例会をもっとポジティブに考えれば、今までは仕事の都合で会場に来ることが出来ず例会を欠
席していた会員が、今後時間さえ許せば Zoom で例会に参加出来ます。これにより、今まで以上にク
ラブ会員とのつながりが持てると言えます。また、今後の情勢により、仮に緊急事態宣言が再発令さ
れたとしても、前回のような分断状態は回避することが出来ます。
龍野 RC では Zoom 参加会員をスクリーンに映し記録機能も活用しているそうです。会長の中村様か
らは何でも相談に乗りますよと励ましの言葉も頂いております。
次に 3 密対策強化についてのお願いですが、お弁当を会場で召し上がる際には、おしゃべりせず無
言で、距離を 2 メートル以上開けてお座りください。そうでないと、仮にその場で食事をしていた会
員の中に感染者がいた場合には、一緒にいた他の会員は濃厚接触とみなされ、2 週間自宅待機となり
ます。これではお仕事にも影響が出ます。しかし、感染対策をきちんとしていれば濃厚接触とはみな
されませんので、どうかよろしくお願いいたします。
次に、今回の臨時休会のため、プログラムの組み換え、職場例会見直し等、プログラム変更が伴い
ますがご了承ください。実は、今年度の地区運営方針並びに重点目標の一つに、オンライン会議を可
能とする環境整備の充実を検討することが求められていますし、世界的にも推奨されています。小林
前会長からも Zoom とリアル会議を組み合わせたハイブリッド例会については、協議・協調すべき案
件ということで、今年度の会長、理事会に託されました。僅かの間に状況は常に変化していきます。
当クラブにおいても「With コロナ時代」につながりを求めて変化していく必要が生じたと判断し、
このような結論に至りました。
ここで、国際ロータリー・三木明理事が大切にしている言葉を二つ紹介します。「心を求めて例会に
至り、境地を得て例会を去る。
」
、そして米山梅吉は「例会は人生の道場である。
」と闊歩されました。
もちろんこれからも対面式の例会を大切にしていくことは基本としながらも、新たな取り組みを進め
ることでこの状況を切り抜けていきたいと考えていますので、会員皆さまのご理解とご協力の程、ど
うぞ宜しくお願い申し上げます。
幹事報告
○ガバナー事務所より、下記の内容の書類が届いております。
1．2020-21 年度公式訪問並びにクラブ協議会についてのお伺い
2．2020-21 年度公式訪問の連絡 2020 年 10 月 16 日（金）
3．2021-22 年度ガバナー補佐候補ご推薦のお願い
4．米山月間奨学生卓話の中止のお知らせ
5．クラブ管理運営委員会からのお願い（毎月のアンケート依頼）
6．地区奨学金及びグローバル補助金クラブ提唱についてのアンケート
7．2020-21 年度 B1 ゾーン、1A、2,3 ロータリー研究会の案内
8．
「日本のロータリー100 周年」記念切手の案内
○龍野 RC より第 2 グループ名簿作成について。
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※前回の名簿を添付していますので確認お願いします。
○赤穂 RC より週報（No.3231～3237）をいただいております。
〇龍野 RC より週報（No.2983～2996）をいただいております。
○上郡町交通安全対策委員会より、秋の立ち番のお知らせが届いております。
当クラブ当番 9 月 25 日（金）
○赤穂大石神社より「義士魂」をいただいております。
各委員会報告
国際奉仕委員会
先日、来年台湾で開催される国際大会の案内をファックスで送らせていただきました。多数のご参
加宜しくお願い致します。
プログラム委員会
９月のプログラム

9/4

髙見会員・村山会員 スピーチ

9/11

朝来会員 スピーチ

9/18

宮本会員 スピーチ

9/25

井口増強委員長スピーチ

審議事項
特になし
本日のプログラム
≪会員スピーチ≫

「ファミリーマートとの契約について」

塚崎会員

初期投資
150 万円（税別）

契約金

建物建築費 約 3000 万円前後（税別）
内装設備費 約 1000 万円前後（税別）
4 つの契約タイプ
1．１FC-A
土地・建物

オーナーが負担

店舗・内装設備工事費用 オーナーが負担
本部フィー（月額営業利益のうち）
250 万円以下の部分

49％

250 万 1 円以上 350 万円以下の部分

39％

350 万 1 円以上の部分

36％

2．１FC-B
土地・建物

オーナーが負担

店舗・内装設備工事費用 オーナーが負担（一部は本部が負担）
本部フィー（月額営業利益のうち）
250 万円以下の部分

52％

250 万 1 円以上 350 万円以下の部分

42％
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350 万円 1 以上の部分

39％

3．１FC-C
土地・建物

本部が負担

店舗・内装設備工事費用 オーナーが負担
本部フィー（月額営業利益のうち）
300 万円以下の部分

59％

300 万 1 円以上 450 万円以下の部分

52％

450 万 1 円以上の部分

49％

4．２FC-N
土地・建物

本部が負担

店舗・内装設備工事費用 本部が負担
本部フィー（月額営業利益のうち）
300 万円以下の部分

59％

300 万 1 円以上 550 万円以下の部分

63％

550 万 1 円以上の部分

69％

≪会員スピーチ≫

近況報告

江見会員

本年 7 月から、神戸の自宅マンションの管理組合の理事に選任されました。理事は順番制で、2
年の任期です。マンションは神戸市西区、地下鉄西神中央駅近くにあり、3 棟、約 630 戸の大規模
マンションです。自治会が無いので管理組合が自治会機能も兼ねています。私はコミュニティ担当
理事になり、さっそく、マンションの子供たちのイベントである 10 日間のラジオ体操の運営に、
毎朝 6 時過ぎに集まることになりました。さすがに、物理的に無理なため、他の理事にお願いし、
欠席しましたが、この前の土曜日、日曜日には、ラジオ体操参加者、小学生以下の約 70 数名に、
プレゼントのお菓子を配布する手伝いに参加しました。明日は神戸市から無料で提供された花を花
壇に植栽する作業に参加します。今後、月 1 回の理事会と理事の仕事で神戸と佐用の行き帰りが続
くと思われます。
今年初めて米作りに挑戦しました。我が家の前の田んぼで、約 2.5 反の広さです。田植えと稲刈
りは、田舎の同級生にしてもらいますが、それ以外は私が全て行います。田植え前の代掻き、肥料
まき、田植え後すぐの除草剤散布など、悪戦苦闘の連続でした。特に水の管理は大変で、毎日の日
課のように取水口の開け閉めを行っています。田んぼの中の雑草をほぼ抑えられているので、不思
議ですが、同級生からはほめられております。9 月 10 日ごろには、無事稲刈りが出来そうです。
10 月に栃木県に住む娘のところに用事が出来、ネットでホテルを予約しました。GOTO トラベ
ルで、宿泊代はいくらですが 35％割引となり、支払い金額はいくらになると画面上に明示されまし
た。以外と簡単でした。JR はジパング俱楽部で 30％割引を利用します。
ニコニコ箱・親睦箱
寺本会長・・・岡本様、矢内様ようこそお越し下さいました。
江見幹事・・・毎日暑いですね。早く秋になってほしいです。
箸蔵会員・・・寺の方はようやく落ち着いてまいりました。疲れが取り切れないですね。
村山会員・・・まだまだ暑い日が続いています。体調に気を付けましょう。
4

池田会員・・・例会に寄せて。お客様をお迎えして。
石原会員・・・時短営業、売上減らしてコストは減らず。いつまで続くコロナ禍・・
井口会員・・・お二人のお客様、上郡佐用ロータリークラブの良い雰囲気を感じて下さい。
柳原会員・・・例会に寄せて。
三浦会員・・・相変わらず暑いですね。
深澤会員・・・岡本さん、矢内さんようこそ。毎日暑いですね。
辻

会員・・・深澤会員、お世話になりました。

髙見会員・・・例会に寄せて。
朝来会員・・・岡本様、矢内様初めまして。
田村会員・・・岡本様、矢内様ようこそいらっしゃいました。
山本会員・・・岡本様、矢内様をお迎えして。今日例会があるのか心配しながら来ました。
皆さん、お久し振りです。
塚崎会員・・・岡本様、矢内様をお迎えして。楽しみにお待ちしています。
小谷会員・・・暑いですね。
小林会員・・・お客様をお迎えして。
大澤会員・・・岡本様、矢内様ようこそおいで下さいました。
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