
 

令和３年９月１３日（月）  晴  Ｎｏ．６ 

                    

                                                

会長  藤本 光一 

 

皆さんこんにちは。 

週報をこのように郵送でお届けすることをお許しください。 

さて、兵庫県などに８月２０日から９月１２日までの期間で緊急事態宣言が発令され、８月

２４日以来例会が開催されておりません。 

また、この緊急事態宣言も９月末日まで延長され、たいへん残念ですが９月２１日に予定

されていました尚歯例会も休会とさせていただきます。 

このような感染状況に鑑み、１１月の会員一泊旅行も中止とさせていただきました。 

その代わりといってはなんですが、１１月末に親睦事業を予定しており、そのなかで尚歯

の御祝もさせていただきたいと思っております。 

まだまだ感染拡大は予断を許さない状況ですが、ワクチンの接種が順調に進み、感染状

況が改善されれば１０月５日には例会を再開させていきたいと考えております。 

「ワクチン・検査パッケージ」の議論も始まり、１１月以降は自粛緩和の動きも徐々にあろう

かと思われますが、今しばらくは安全を最優先に考えてお過ごしいただき、くれぐれもご

自愛いただきますようお願い申し上げます。 

 

                                                

１） ☆他クラブニュース 

例会変更のお知らせ 

       ◇８月２０､２７日､９月３､１０､１７､２４日､１０月１５日（金） 

→休会[定款第７条第１節(ｄ)] 

高砂青松 RC   ◇８月２８日（土）→納涼例会中止  ※８月２５日（水）例会も休会        

◇９月１､８日（水）→Ｚｏｏｍ例会に変更 午後１時～ 

           ◇９月１５､２２日（水）→休会[定款第７条第１節(ｄ)] 

 ◇９月２９日（水）→Ｚｏｏｍ例会に変更 

           ◇１０月１３日（水）→休会[定款第７条第１節(ｄ)] 

◇８月２６日（木）→Ｚｏｏｍ例会に変更 １２：３０～１３：１０ 

                          於；会議所４階大会議室 

           ◇９月 ２日（木）→Ｚｏｏｍ例会に変更 １２：３０～１３：１０ 

                          於；会議所４階オーバルールーム 

           ◇９月 ９日（木）→Ｚｏｏｍ例会に変更 １２：３０～１３：１０ 

                          於；会議所４階大会議室 

           ◇９月１６､３０日（木）→Ｚｏｏｍ例会に変更 １２：３０～１３：１５ 

                          於；会議所４階大会議室 

  

 

 

 会長の時間 

 幹事報告 

高砂 RC 

加古川中央ＲＣ 



加古川平成 RC ◇８月２５日､９月１日（水）→休会[定款第７条第１節(ｄ)] 

           ◇９月 ８日（水）→９日（木）午後６時半～オンライン例会に変更  

           ◇９月１５､２９日（水）→Ｚｏｏｍ例会に変更        

               ◇９月２２日（水）→休会[定款第７条第１節(ｄ)] 

２） 例会休会中の配布物を郵送します。封筒の中に月信、ロータリーの友、ハイライトよ

ねやま、はぐるまの家会報、加古川中央 RC 会報、加古川 RC 会報､週報を入れて

おりますのでご確認下さい。 

３） ９月のお誕生日祝・出席表彰のお祝いの品物については郵送させて頂きます。 

４） 緊急事態宣言発令の為、８月２４日、９月７日､２１日（火）の例会を例会とりやめ[定

款第 7 条第 1 節(ｄ)3]としました。 

５） 次回例会は１０月５日（火）です。場所は加古川プラザホテル２階に変更になってお

ります。（食事は持ち帰りのお弁当）お間違えのないようお願い致します。 

 

  

《審議事項》 

１） 

 

２） 

 

３） 

 

４） 

 

１０月・１１月プログラムに関する件 

   原案通り承認。 

尚歯例会に関する件 

   １１月２５日（木）会員親睦例会の中でお祝いすることで承認。 

会員親睦例会に関する件 

   原案通り承認。 

次年度理事定数に関する件 

５年未満、５年以上１０年未満、１０年以上から各２名選出することで承認。 

 

                       

  ９月のお祝いを受けられた方々より \66,000- 

  本年度累計\302,000- 

 

 

☆ メ ー ク ア ッ プ 第２回環境の保護小委員会 8/7 芝本 

米山記念奨学セミナー 9/12 藤本､畑､髙田 

                             

 

  例会場当番 

 １０月 ５日(火) 鶴田､𠮷田太 

 １０月１２日(火) 藤堂､釜谷 

 

 

 

 出席委員会 

 親睦活動委員会 

 定例理事会 令和３年９月７日（火）１３時～  

於；加古川商工会議所会館４階大会議室 

 

ニコニコ 
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2023-24 年度国際ロータリー会長の指名委員会により、スコットランド、サウスクイーンズフェ

リー・ロータリークラブ会員のゴードン R. マッキナリー氏が選ばれました。対抗候補者が出

ない場合、10 月 1 日に会長ノミニーとして宣言されます。 

次回１０月５日（火） １０月１２日(火) １０月１９日(火) １０月２６日(火) 

新会員自己紹介 

桑田圭・中原担当 

フォーラム・ゲスト卓話 

米山記念奨学生 

王 宵さん 

米山記念奨学会 担当 

新会員自己紹介 

竹田･鈴木 担当 

例会変更 

（日時・場所変更） 

３クラブ合同例会 

１０月２８日（木）  

１０月１９日(火) 職場例会 → 通常例会に変更  

内容：新会員自己紹介 

職場例会は２０２２年３月２２日（火）に

延期 

１１月 ９日(火) 例会変更（日時・場所変更）

親睦旅行 

→ 通常例会に変更  

内容：現在調整中 

親睦旅行中止 

１１月３０日(火) プロバスクラブとの合同例会

（時間・場所変更） 

→ 例会変更（日時･場所変更） 

１１月２５日（木）会員親睦例会に変更 

時間：１８時～ 

於：加古川プラザホテル２階 

プロバスクラブとの合同例会中止 

 誕 生 日 祝  省略 

  結 婚 記 念 日 祝   

  出 席 表 彰   

  会社創立記念日   

 

 プログラム委員会 

９月のおよろこび 

※１０月の例会場所についてはすべて加古川プラザホテル２階に変更 

今後の例会予定の変更についてのお知らせ 

以下日程の例会に変更がございます。改めてご確認願います。 

尚、１０月の例会場所については、すべて加古川プラザホテル２階に 

変更となりました。 

 

(2021年 9月現在) 

2023-24 年度国際ロータリー会長にゴードン R. マッキナリー氏が選出される 

 

※コロナウイルス感染状況により、予定を変更することがあります。 

 



マッキナリー氏は、新型コロナウイルス流行の中でテクノロジーを取り入

れたロータリーの適応力を高く評価。ロータリーが今後も成長し、人びと

の参加を促していくには、ロータリーの過去の慣習の最も良い部分と組

み合わせてこのアプローチを継続していくべきだと述べています。 

「私たちは、地域社会で互いを思いやる意思があることを学びました。ボ

ランティアという概念を最近受け入れた人たちが今後も奉仕していけるよ

うに、これらの人にロータリー入会を奨励する必要があります」とマッキナ

リー氏。  

また、オンラインでのシニアリーダーとクラブの直接的な

コミュニケーションは、好ましい変化として今後もロータリ

ーに残していく必要があるとも述べました。その一方で、

「より多くの交流を促進するには対面での会合も依然とし

て重要」と加えています。 

会員増強の最善の方法は「エンゲージメント（参加／関わり）」であると考えるマッキナリー氏

は、クラブをより良くサポートするには、国際ロータリー、地域リーダー、地区チームのすべて

がクラブと関わりあう必要があると述べています。また、ソーシャルメディアを通じたエンゲー

ジメントによって、ロータリーのブランドがより強くなり、ロータリーがもたらす機会を多くの人に

知ってもらうことができる、また、政府・企業・その他の団体のエンゲージメントがあることで有

意義なパートナーシップが築かれる、とも述べています。 

より積極的なエンゲージメントがあれば、「会員基盤だけでなく、より有意義な奉仕をする能

力においてもロータリーが成長できる」とし、「会員は組織の活力源です。新しいスタイルのク

ラブを設立するために、現在可能となっている柔軟性を活用することを奨励していきたいと

思います」と語ります。 

ダンディー大学を卒業（口腔外科）し、エディンバラで歯科医院を開業。英国小児歯科学協

会の元会長のほか、学術分野で数々の役職を歴任。長老派教会の元長老、クイーンズフェ

リー教区元理事長、教会総会元役員。 

1984 年にロータリークラブに入会。グレートブリテンおよびアイルランドの国際ロータリー

（RIBI）の会長と副会長、国際ロータリーの理事と各種委員会の委員長を歴任。現在は 2022

年ヒューストン国際大会委員会のアドバイザーおよび運営審査委委員会の副委員長。 

妻のヘザーさんとともにメジャードナーおよびベネファクターとしてロータリー財団を支援し、

遺贈友の会の会員でもあります。 

 

2023-24 年度国際ロータリー会長指名委員会のメンバーは次の通り（敬称略）： Gérard 

Allonneau（Parthenay ロータリークラブ、フランス）、Ann-Britt Åsebol（Falun-Kopparvågen ロ

ータリークラブ、スウェーデン）、 Basker Chockalingam（Karur ロータリークラブ、インド）、

Corneliu Dincă（Craiova ロータリークラブ、ルーマニア）、Celia Cruz de Giay（Arrecifes ロー

タリークラブ、アルゼンチン）、Mary Beth Growney Selene（Madison West Towne-Middleton

ロータリークラブ、米国）、 Jackson S.L. Hsieh（Taipei Sunrise ロータリークラブ、台湾）、黒田

正宏（八戸南ロータリークラブ、日本）、Larry A. Lunsford（幹事）（Kansas City-Plaza ロータ

リークラブ、米国）、Anne L. Matthews（委員長）（Columbia East ロータリークラブ、米国）、三

木 明（姫路ロータリークラブ、日本）、Eun-Soo Moon（Cheonan-Dosol ロータリークラブ、韓

国）、Peter L. Offer（Coventry Jubilee ロータリークラブ、英国）、Ekkehart Pandel（Bückeburg

ロータリークラブ、ドイツ）、M.K. Panduranga Setty（Bangalore ロータリークラブ、インド）、

Andy Smallwood（Houston Hobby Area ロータリークラブ、米国）、Steven A. Snyder（Auburn

ロータリークラブ、米国） 

ゴードン R. マッキナリー氏（サ
ウスクイーンズフェリー・ロータ
リークラブ会員）が会長指名委員
会により 2023-24 年度国際ロー
タリー会長として選ばれました。 


