
 

 

令和４年２月５日（土）  晴  Ｎｏ．１９     

      

                                                

会長  藤本 光一 

 

皆さんこんにちは 

会員の皆様にはお元気でお過ごしでしょうか。 

１月の新春例会を開催して以降、新型コロナ(オミクロン株)の感染急拡大のため休会が続

いております。 

クラブ協議会、優良職業人表彰等の行事が中止となり、大変残念に思います。 

優良職業人表彰につきましては、例会での表彰式は中止とさせていただきましたが、推

薦いただきました企業、団体様に表彰状、記念品をお届けさせていただき、各々にて表

彰していただくことになりました。 

１月２７日には兵庫県にも２月２０日までの期限でまん延防止等重点措置が適用されまし

たので、２月１日、２月１５日の例会は休会とさせていただきました。２月後半の例会も開催

が不透明な雰囲気となってまいりました。 

まだまだ新型コロナウイルスの感染拡大は収まりそうにもありません。会員の皆様には健

康に留意していただきながらお過ごしください。 

最後に大変残念ですが、西川隆雄会員が 2022 年１月末日をもって退会されました。

1984 年に入会され、以来３８年の間、加古川ロータリークラブの会員として、会長、理事

等も歴任されました。本当にご苦労さまでした。西川隆雄様のますますのご健勝、ご多幸

をお祈り申し上げます。 

  

          
                    

1) 

 

☆他クラブニュース 

例会変更のお知らせ 

明石ＲＣ      ◇２月９日、３月２３日（水）→休会[定款第７条第１節(ｄ)補足１項] 

           ◇３月９日（水）→休会[定款第７条第１節(ｄ)] 

           ◇３月１６日（水）→明石北ＲＣとの合同例会のため  

３月２２日（火） 於；グリーンヒルホテル明石 

      ◇１月２０、２７日、２月３日（木）→Ｚｏｏｍ例会に変更 

 １２：３０～１３：１５ 

                                於；会議所４階大会議室 

 ◇２月１０日（木）→２月５日（土）東播第２グループＩ．Ｍ． 

午後２時半～ 

                               於；加古川プラザホテル２階 

高砂青松 RC   ◇１月２２日（土）→新年家族例会中止  ※１月１９日（水）休会        

◇２月 ２日（水）→２月５日（土）東播第２グループＩ．Ｍ． 

                               於；加古川プラザホテル 

  

 

 

 会長の時間 

加古川中央ＲＣ 

 幹事報告 



           ◇２月２３日（水）→休会[定款第７条第１節(ｄ)] 

加古川平成 RC ◇２月 ９日（水）→５日（土）東播第２グループＩ．Ｍ．のため 

                             午後２時半～  

於；加古川プラザホテル２階 

◇２月２３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(株)クマヒラより「抜粋のつゞり」、米

山記念奨学会・ロータリー財団より確定申告用領収書、月信、ロータリーの友、ハイ

ライトよねやま、加古川 RC週報を入れておりますのでご確認下さい。 

３） 地区より、地区大会開催方法変更と登録費についてのお知らせ 

COVID-19 の感染終息が見通せない中、さらに１月２７日、兵庫県全域が「新型コ

ロナ感染拡大に伴うまん延防止等重点措置」の対象地域に指定されました。 

大会特別委員会を除く地区大会の各プログラムは、すべて無観客のオンラインに

変更され、飲食を伴う行事もすべて中止となります。下記日程についてご連絡しま

す。 

【大会２日目本会議】 

３月６日（日） 

13:00～ 本会議 午後からの開催に変更（終了時刻 17:00を予定） 

YouTubeによるリアルタイム配信：2680地区ホームページにて 

公開いたします。 

14:00～ 本会議記念講演（講師：山極壽一氏） 

17:00～  会員家族懇親会  中止 

【登録費について】 

地区内会員様全員登録（登録費一人/2,000円） 

※理事会審議事項３)参照 

４） ロータリーの友事務所より、２０２２－２３年度版『ロータリー手帳』ご予約のお知らせ

がきております。ご希望の会員は事務局までお知らせ下さい。 

１冊 ６００円  申し込み〆切 ２月２４日（木） 

５） 東播第２グループＩ.Ｍ.の出席については会場と YouTube 視聴の例会のため全員

出席とさせて頂きます。 

６） １月２５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、表彰状及び記念品につきましては各企業様に郵送等の方法でお

届けしております。 

７） ２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した。 

８） 新型コロナウイルス感染拡大の影響により理事会で１月１８､２５日､２月１，１５日

（火）の例会を例会取りやめ[定款第 7条第 1 節(ｄ)３]とすることが承認されました。 

 

  

《審議事項》 

１） 

 

 

２） 

 

 

２月プログラムに関する件 

２月１５日（火）の例会を例会取りやめ[定款第 7 条第 1 節(ｄ)３]とすることで

承認。 

３月・４月プログラムに関する件 

   ３月２２日（火）職場例会は中止とし、通常例会に変更、３月８日（火）クラブ

協議会は地区大会後・前半期の報告に変更する事で承認。 

 定例理事会 ２０２２年２月１日（火）午後１時～ 

於；加古川商工会議所会館４階大会議室 

https://www.youtube.com/?gl=JP&hl=ja


３） 

 

東播第２グループＩ.Ｍ.､地区大会の登録費に関する件 

  東播第２グループＩ.Ｍ登録費一人/５,０００円、地区大会登録費一人/２,００

０円(共に全員登録)については会員からの徴収はせず、クラブ一般会計よ

り拠出することで承認。 

 

 

                      

  ２月のお祝いを受けられた方々より \81,000- 

  本年度累計\984,000- 

 

 

☆ 今 週 会員数 73名 出席 73名(内､会場出席 6名､他の会員は YouTube 

視聴) 出席免除 0名 欠席 0名 

☆ 欠 席 者 無し 

☆ 前 々 週 会員数 74名 出席 49名 出席免除 13名 欠席 12名   

                             

 

  例会場当番 

 ２月２２日(火) 中原､小田 

 ３月 １日(火) 中田美､岡田賢 

 

 

 

 

本日２月５日(土) ２月８日(火) ２月１５日(火) ２月２２日(火) 

東播第２グループ I.M. 

午後２時半～ 

於；加古川 
プラザホテル２階 

例会変更 
（日時・場所変更） 

東播第２グルーI.M. 
５日（土）午後２時半～ 
於；加古川プラザホテル 

例会取りやめ 
[定款第 7条 

第 1節(ｄ)３] 

卓話 
安井担当 

 
 
 

オークラサービス（株）   金時 準人 

オークラ輸送機（株）   南  宏樹 

公益財団法人 

加古川総合保健センター     桑村 初美 

(株)加古川製作所        西尾 守正 

(株)神戸製鋼所 加古川製鉄所   野瀬 育夫 

昭和住宅（株）       宮﨑 真一 

多木建材（株）            小野 秀典 

ニシカワ食品（株）        永井 雄一郎  

ハリマ化成（株）       長田 隆志 

 出席委員会 

 親睦活動委員会 

 プログラム委員会 

ニコニコ 

本年度優良職業人表彰を受けられた方々 

 

以上９名敬称略・順不同 

https://www.youtube.com/?gl=JP&hl=ja


 

 

 

 

  ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ３月プログラム ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 誕 生 日 祝  省略 

 

  結 婚 記 念 日 祝    

  出 席 表 彰   

 

  会社創立記念日   

月 日 行 事 備 考 

３月 １日(火) 卓話 中原担当 

３月 ８日(火) クラブ協議会 地区大会後・前半期の報告 

３月１５日(火) 環境保全デー 環境保全委員会担当 

３月２２日(火) 卓話 穴田担当 

３月２９日(火) 例会取りやめ 定款第７条第 1節(ｄ) 

  

２月のおよろこび 

日 時：2022年２月５日（土）午後２時半～ 

場 所：加古川プラザホテル２階 

ホスト：加古川中央ロータリークラブ 

 



 

 

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録・講演会受付 

 

 

      式 典 

開  会               司会 Ｉ.Ｍ. ＳＡＡ  船山 英宣 

点 鐘           東播第２グループガバナー補佐  松尾 邦光 

国歌・ロータリーソング斉唱       ソングリーダー    高山 明寿 

開会の挨拶                Ｉ.Ｍ.委員長  朝家 修 

歓迎の言葉              ホストクラブ会長  前川 忠範 

来賓紹介         東播第２グループガバナー補佐  松尾 邦光 

来賓祝辞         ロータリー財団管理委員 三木 明 

来賓祝辞          第２６８０地区ガバナー 吉岡 博忠 

ガバナー補佐挨拶      東播第２グループガバナー補佐    松尾 邦光 

次年度ガバナー補佐挨拶   高砂青松ロータリークラブ 濵田 喜重 

報告（VTR）     ロータリー財団グローバル補助金奨学生 

（提唱クラブ 加古川中央ロータリークラブ）  
橋口 綾香 

点 鐘           東播第２グループガバナー補佐   松尾 邦光 

     

 

      講演会 

 

テーマ      「持続可能な地域の未来」 

―自然と共生するくらしと社会－ 
    

講師       兵庫県立「人と自然の博物館」館長 
 

中瀬 勲（なかせ いさお）氏 

 

 

 

 

14：00 

 

14：30 

 

プログラム 

2月5日 I.M.の模様は 

YouTube配信も行います。 

https://www.youtube.com/ch

annel/UCRZjMgM_5PbKHkAp

MDU4eRQ 

15：30 

 

2021～2022 年度  

国際ロータリー第 2680 地区 

東播第２グループ I.M. 

※２月５日 I.M.の模様は現在も YouTubeで見る

ことが出来ます。 

  （アドレスは配信と同じです。） 

https://www.youtube.com/?gl=JP&hl=ja

