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上郡佐用ロータリークラブ  WEEKLY REPORTS 

2021－2022年度  Rotary Internationalのテーマ 

「 Serve To Change Lives 」 「 奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために 」 

Shekhar Mehta RI President  （ India ） 

シェカール・メータ RI会長 （ インド ） 

 

 

   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：朝来 忠平 幹 事：宮本 美智子 会 報：小林 健 

 

2021 年 10月 01日        Vol. 59  No．06 

 

【 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 

省略 

来客・来訪会員紹介 

なし 

歓迎歌 

なし 

委嘱状贈呈 

池田会員 

2021‐22年度 当地区第 14回全国 RYLA研究会地区実行委員会委員 

 

お祝い（9月と 10月のお祝い） 

(9月)会員・配偶者誕生日・結婚記念日 (10月)会員・配偶者誕生日・結婚記念日 

塚崎・大岩・名田会員(久保会員欠席) 岡田・大澤会員 
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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(%) 

26 23 2 0 1 96.15 休 会 

 欠席会員：久保会員 

 

会長の時間 

ガバナー公式訪問、会長幹事懇談会について報告させていただきます。 

当地区ガバナー吉岡様、公式訪問幹事佐藤様、随行員佐藤様（伊丹 RC）の 3 名とガバナー補佐大岩

会員、宮本幹事と私の 6名で懇談会をさせて頂きました。事前に議題として危機管理委員会とクラブ

ビジョンについて上げさせていただきました。 

危機管理委員会については、ハラスメントについて絶対に防ぎたいので、危機管理について力を入

れて欲しい。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ので理事会とは別

で切り離して作った方が良いとのことでした。メンバーは、医者、弁護士、司法書士さんなど法律に

詳しい人が望ましい。また、会員の奥様か女性の方を採用する方がよいとのことです。フットワーク

をよくするために人数は 5名程度ということです。 

次に、戦略計画委員会の設置についてです。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、誠実とか公平とかのようなものでも良いとの

事です。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

っていただき、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。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した。 

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。その中で、決議 23－34 が重要になってくる。現在、戦略計

画委員会の設置は、71クラブ中 15クラブ ビジョン設定は、71クラブ中 28クラブです。 

次に、定款細則についてはクラブの活動が基本であり、理事会できっちりと決めてクラブ自治権を

大事にして頂きたい。伊丹ロータリークラブでは、緊急事態宣言中でもオンライン例会を開催してお

り、会長幹事が色んな場所からバラエティーに富んだ例会を実施されているとのことです。それと少

し驚いたのですが、国際ロータリーは SRF（シェイピング・ロータリー・フューチャー）ロータリー

の未来形成について、2030年に地区を解体して再編制を考えているみたいです。日本では現在 34地

区で 34人のガバナーがいます。日本のリーダーを一人おいて、日本を 100～110ぐらいのセクション

に分ける。2680 地区を 3 つに分割するみたいです。理由は、ガバナーの動きの遅さ、年取ってから

指名されるので仕方がないところもあるのですが、世界的に見てもガバナーの年齢は 65から 75歳ぐ

らいまでが多いいみたいで、RI が考えている素早く行動できる人材ということで、50 歳以下を念頭

に置いているとのこと。 

最後に、伊丹ロータリークラブの 60 周年記念講演会の冊子と深川純一講演集を頂きました。分厚

い方が純ちゃんの3分間情報でして、毎回例会でロータリー情報を会員の皆様に提供されたものです。

例会 20 年分の集大成だそうです。もう一つが、伊丹クラブで年 2 回勉強会の講演集でして、これが

10年分だそうです。クラブ運営にあたり役立てて頂きたく、各クラブへ贈呈されています。 

吉岡ガバナーはロータリアンのあるべき姿、そして「新しいロータリーへの取り組み」や「ロータ

リーの学び」「人材育成」などロータリーに対する思いが強い方でした。 
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ロータリアンとして、この貴重な経験を今後に活かしていきたいです。 

 

幹事報告 

○ガバナー事務所より下記の書類が届いております。 

  1. 公式訪問の礼状 

  2. 池田会員に委嘱状(2021-22年度当地区第 14回全国 RYLA研究会地区実行委員会委員) 

  3. 令和 3年 7月熱海豪雨災害支援のお礼 

  4. 令和 3年 8月佐賀・長崎豪雨災害支援のお願い 

  5. 2023-24年度第 2680地区ガバナー決定のお知らせ  安行英文会員(三田 RC) 

6. 米山記念奨学セミナーの案内  2021年 9月 12日（日） オンライン 

7. 社会奉仕活動アンケートの依頼 

8. ロータリー財団各補助金クラブ提唱についてのアンケート 

9. 故深川純一パストガバナーの合本の謹呈 

10. ロータリー財団セミナーの案内  2021年 10月 16日（土） 

11. 月信名称表記のお詫び 

12. 環境に関するアンケートのお願い 

13. RLI(ロータリー・リーダー・シップ研究会)パート 1開催の案内 

14. 第 2680地区ロータリーファミリー「青少年交流会」の案内 

15. 第 34回全国ローターアクト研究会についての卓話のお願い 

○ロータリー米山記念奨学会より米山月間資料の案内 

○佐用郡美術展運営委員会よりロータリークラブ賞の授与についてのお願い 

○佐用町長より佐用郡美術展の後援お願い 

○上郡町教育長より上郡町文化祭中止のお知らせ 

○上郡町交通安全対策委員会より各種行事中止のお知らせ 

○例会終了後、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 

プログラム委員会 

新しいプログラム表を配布しておりますので、10月のご予定をご確認お願い致します。 

ゴルフ同好会 

10月 3日にストークヒルゴルフクラブで新入会員歓迎ゴルフ大会を開催します。組合せ表を配布

しておりますのでご確認お願い致します 

 

審議事項 

特になし 

 

本日のプログラム 

会員スピーチ  ≪米山記念奨学委員会について≫   高見米山記念奨学委員長 

＊米山記奨学事業の概要 

日本のロータリー独自の事業（日本全国 34地区の合同活動） 
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日本で学ぶ外国人留学生の支援（公益財団法人を設立し運営） 

世話クラブ・カウンセラー制度で交流を重視 

＊事業のはじまり 

1946年 米山梅吉氏逝去 

1949年 日本のロータリーが国際ロータリーへ復帰 

1952年 東京 RCが事業構想 

1957年 日本全国の組織へ 

1967年 財団法人設立 

＊米山記念奨学事業は 

世界に平和の種をまく 

日本と世界を結ぶ人づくり 

 

ニコニコ箱・親睦箱 

朝来会長・・・例会を再開することができて良かったです。ワクチン接種 2回完了。 

宮本幹事・・・久し振りの例会。皆様宜しくお願いします。ガバナー公式訪問も無事終了しました。 

大岩ガバナー補佐有難うございました。本日は高見会員宜しくお願いします。 

塚崎会員・・・純愛夫婦も 15年目に入りました。 

大澤会員・・・久々の例会に寄せて。休会前になりますが会長、幹事さんガバナーとの懇談会 

お疲れ様でした。結婚記念日自祝。 

大岩会員・・・例会の再開、嬉しいです。コロナの V 字回復にならないように願います。 

岡田会員・・・少し寒くなってきたので体調管理に気をつけます。 

半田会員・・・皆様お久し振りです。久し振りの例会楽しみです。 

辻 会員・・・お久し振りです。皆さんお元気そうで。 

江見会員・・・地籍調査が来週で終わりです。合計 16回参加。身体がクタクタです。 

寺本会員・・・お久し振りです。皆さんお元気そうで何よりです。 

小林会員・・・お久し振りです。白内障の手術をしました。小学 4年以来裸眼です！ 

名田会員・・・久し振りに例会が再開できて良かったです。3日のゴルフコンペ楽しみです。 

宜しくお願い致します。 

田村会員・・・皆様、お久し振りです。お元気でしたか? 例会が続けられるようコロナが収まるこ

とを願っています。 

高見会員・・・例会に寄せて。皆様お久し振りです。岡本さんも元気になられて良かったです。 

石原会員・・・お久し振りです。 

村山会員・・・お久し振りです。ようやく緊急事態宣言が解除されました。 

出かけるのによい季節になりましたが、今後もコロナに注意しましょう。 

深澤会員・・・ご無沙汰しております。皆さんお元気そうで何よりです。 

井口会員・・・久し振りの例会ですね。皆さんに会えて嬉しいです。 

池田会員・・・例会に寄せて。 

三浦会員・・・皆さんお元気でしたか? 

箸蔵会員・・・ようやく宣言も解除され、23日に観音堂修復落慶法要が行えることとなりました。 

お稚児さんも参加して頂けることになりました。 
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ニコニコ箱   １４，０００円 

親 睦 箱   １４，０００円 

合   計   ２８，０００円 

 


