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新年、明けましておめでとうございます。
このような形で週報をお届けすることを大変残念に思います。１２月の第２週の定時
総会以降、年末忘年例会・新年例会(岡田市長よりメッセージを戴いております)・クラ
ブ協議会・優良職業人表彰等々予定しておりました例会の開催ができない状態が続
いております。
さらに、１４日には関東に引き続き関西の３府県と愛知、岐阜、福岡、栃木各県も緊
急事態宣言の対象区域に追加されました。期間は発令済みの首都圏と同じ２月７日ま
でとなっております。
１２日にリモートで開催しました理事会では、この事態を踏まえて今月に引き続き２月
の２日、９日の例会も休会と致しました。それ以降は、２月２日のリモート理事会で判断
させていただく事となります。
また、１月末から２月に予定をしておりましたインフォーマルミーティングにつきまして
も、会食を伴うこともあり延期することとなりました。時機を見て開催を検討したいと思い
ます。
さて、少し遅れましたが報告がございます。本来であれば来月に予定しておりました
I.M.は、昨年にコロナ感染拡大を懸念して中止となりました事は皆様もご存じのことと
思います。森ガバナー補佐を囲みグループの５クラブで中止を協議している中で、た
だ中止にするのではなく I.M.の全員登録費の半分を持ち寄って、コロナでご苦労をさ
れている加古川・高砂の医師会に必要なもの、困っているものを寄贈する「５クラブで
の共同事業」が決議されました。
寄贈する医療品の手配が整い、年末の２５日(金)に加古川医師会の会議室に於い
て加古川、高砂医師会会長様、５クラブの会長・幹事で贈呈式を行いました。両医師
会会長様よりこの時期に本当に助かりますと感謝の言葉を頂きました。ロータリーとして
少しでも医療従事者のお役に立てたことを、皆様に報告いたします。
そして、今月はうれしいニュースがあります。予定では１２日の例会からご出席の予
定でしたが紙面でご紹介します。新会員の中原範人さんです。例会出席は少し先にな
りますがよろしくお願いします。
会員の皆様には、一堂に会して親交を温める機会のない喪失感や失望を感じてお
られることと思いますが、今しばらくは、ご自身、ご家族、社員方々の健康を最優先に
十分ご留意いただきますようお願い致します。そしてこの状況が一日も早く改善され、
平穏な日々が戻ることを祈念して会長の時間とさせて頂きます。

《加古川市長 新年のご挨拶》
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ロータリーレート変更のお知らせ
１月１日より１ドル１０４円（現行１０５円）
☆他クラブニュース
例会変更のお知らせ
◇１月２０､２７日､２月３日（水）→臨時休会[定款第 7 条第 1 節(ｄ)
明石 RC
◇２月１０､２４日（水）→休会[定款第 7 条第 1 節(ｄ)]
高砂 RC
◇１月 1､1５､２２､２９日（金）､２月５日（金）
→休会[定款第 7 条第 1 節(ｄ)
◇１月２７日（水）､２月３日（水）
高砂青松 RC
→臨時休会[定款第 7 条第 1 節(ｄ)]
◇２月２４日（水）→休会[定款第 7 条第 1 節(ｄ)]
加古川中央 RC ◇１月１４､２１､２８日（木）・２月４日（木）
→例会取消[定款第 7 条第 1 節(ｄ)]
◇２月１１日（木）→休会（祝日）
加古川平成 RC ◇１月１３､２０日（水）→ｵﾝﾗｲﾝ例会のみに変更
◇１月２７日（水）､２月 ３日（水）
→例会取りやめ[定款第 7 条第 1 節(ｄ)]
加古川市長岡田康裕様より新年のご挨拶を頂戴しております。週報に掲載させて
頂いておりますのでご覧下さい。
新型コロナウイルス感染拡大の影響により理事会で２０２０年１２月１５､２２日､２０２１
年１月５､１２､１９､２６日､２月２､９日の例会を休会とすることが承認されました。また２
０２０年１２月１９日に予定されておりました年末例会も中止といたしました。２月１６
日以降の例会については２月定例理事会で協議します。
１月１９日(火)に予定されておりました優良職業人表彰式はコロナ禍のため中止と
なりましたので、表彰状及び記念品を各企業様にお持ちさせて頂き、表彰者様に
お渡し頂きます。
１月１２日入会の中原範人会員の配属は親睦活動委員会と国際奉仕委員会です。
例会が休会中につき、月信などの配布物及びお祝いの品物については郵送させ
ていただいております。２月分の書類等も２月初旬に郵送させて頂きます。

臨時理事会

令和２年１１月２６日送付 1１月３０日書面表決により承認
理事数１０ 参加数１０ 賛成１０ 反対０

《審議事項》
１） 尚歯例会中止に関する件
１２月８日(火)尚歯例会の予定でしたが中止し、場所を加古川プラザホテル
から加古川商工会議所４階大会議室に戻す。
尚歯の記念品は郵送することに変更することで承認。
２） １２月１９日(土)例会日時・場所・内容変更に関する件
年末例会の予定でしたが懇親会を中止し、通常例会に変更することで承
認。
日時：１２月１５日（火）１２時３０分～１３時３０分
場所：加古川プラザホテル ボールルーム
内容：調整中

臨時理事会

令和２年１２月２８日送付令和３年 1 月５日書面表決により承認
理事数１０ 参加数１０ 賛成１０ 反対０

《審議事項》
１） 優良職業人表彰に関する件
原案通り承認。
定例理事会

令和３年１月１２日（火）リモートにて開催

《審議事項》
１） 令和３年２月・３月プログラムに関する件
２月２日（火）・２月９日（火）の例会を例会取りやめとすることで承認
２月１６日以降のプログラムについては２月定例理事会で協議する。
２） 前半期収支仮決算に関する件
決算書通り承認｡
３） インフォーマルミーティングに関する件
延期することで承認｡
《報告事項》
１） 東播第２グループ I.M.中止に伴う５クラブでの共同事業
(負担金拠出に関する件）
ニコニコ
１月のお祝いを受けられた方々より \69,000本年度累計\901,000出席委員会
☆ メークアップ
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親睦活動委員会
例会場当番
２月１６日(火) 中尾､岡田義
３月 ２日(火) 太田､橘
プログラム委員会
２月１６日(火)
フォーラム･ゲスト卓話
地区 国際奉仕委員会副
委員長 兼
国際奉仕小委員会委員長
安行 英文氏
国際奉仕委員会 担当

２月２３日(火)

３月２日(火)

３月９日(火)

休会（祝日）

卓話
大庫隆 担当

クラブ協議会
（地区大会後）

本年度優良職業人表彰を受けられた方々
オークラサービス（株）

鈴木 竜輔

オークラ輸送機（株）

廣田 陽一

(株)神戸製鋼所 加古川製鉄所

山田 豊

昭和住宅（株）

田中 智康

多木化学（株）

堀添 良一

ニシカワ食品（株）

藤田 浩一

ハリマ化成（株）

山本 文雄

兵庫県加古川警察署

渡邉 隆文

兵庫県加古川警察署

尾ノ井則仁
以上９名敬称略・順不同

１月のおよろこび
誕

生

日

祝

省略

結婚記念日祝
出 席 表 彰
会社創立記念日

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ２月プログラム ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
月 日

行 事

２月 ２日(火)
２月 ９日(火)

例会取りやめ
[定款第 7 条第 1 節(ｄ)]

２月１６日(火)

フォーラム ゲスト卓話

備 考

地区 国際奉仕委員会副委
員長兼国際奉仕小委員会
委員長
安行 英文氏
国際奉仕委員会 担当

２月 ２３日(火)

休会

祝日

《ご報告》
コロナ禍で東播第２グループ I.M.が中止になり、東播第
２グループで「５クラブでの共同事業」として、加古川・
高砂各医師会へ医療品を寄贈しました。
２０２０年１２月２５日（金）午後１時３０分～ 加古
川医師会事務局に於いて、贈呈式を執り行いました。
加古川医師会へ
サーマルカメラ
サーマルカメラ台
サージカルマスク

3台
3台
3,350 枚

高砂医師会へ
フェイスシールド
190 組
（１組 ﾌﾚｰﾑ 1 本､ｼｰﾙﾄﾞ 10 枚）

シェルターボックスがロータリーに人道奉仕の賞を授与
シェルターボックスは、同団体で初となる「Global Humanitarian Service Award（世界人道奉
仕賞）」をロータリーに授与しました。この賞は、同団体とロータリーとの長年の協力関係を認
証したもので、11 月 12 日に行われたパートナーシップ 20 周年を記念したバーチャル行事
で授与されました。
2000 年に英国のロータリー会員によって設立されたシェルターボックスは、被災地に緊急シ
ェルターや必要物資を提供する活動を行っています。シェルターボックスとロータリーは
2012 年に災害救援の分野で正式なプロジェクトパートナーとなりました。
ロータリーは、シェルターボックスが災害救援の慈善団体として国際的な評価を得る上で大
きな役割を果たしてきました。パートナーシップによって両団体が享受するメリットは大きく、
シェルターボックスはネットワーク、諸手配、財務的支援をロータリーから得ることができ、ロ
ータリーは世界中の地域社会の人びとにロータリークラブとシェルターボックスとの活動に参
加するよう促しています。
シェルターボックス CEO の Sanj Srikanthan 氏がバーチャル行事で、ジョン・ヒューコ国際ロ
ータリー事務総長に賞を授与しました。
「シェルターボックスの礎を築き、私たちの長年のパートナーをここで表彰できることを誇りに
思います」と Srikanthan 氏は述べました。「私たちが行うことすべてにロータリーが存在してい
ます」
両団体は災害支援において、100 カ国で 160 万人以上の人びとを支援してきました。最近
では、両団体のパートナーシップを通じ、コロナウイルスの脅威から人びとを守るためのシェ
ルターや支援物資を提供しました。
ヒューコ事務総長は次のように述べました。「この賞は、命を守る活動を可能とした世界中の
すべてのロータリー会員のための賞です。私たちは共に、世界中で災害や紛争の被害を受
けた人びとの回復を支援してきた活動に誇りを持つべきです」
2020 年 12 月 11 日

