
 

 

令和４年３月８日（火）  晴  Ｎｏ．２０ 

 

                                                

会長  藤本 光一 

 

皆様こんにちは。お元気でお過ごしでしょうか。 

COVID-19の感染拡大により、１月中旬から例会の開催を休ませていただいております。 

１月末には感染の急拡大により兵庫県全域にもまん延防止等重点措置が適用され、３月

２１日までの予定で延長されています。現在、感染状況は減少傾向とはいえ、第５波の状

況から比べてもはるかに感染者は多く、また医療状況も厳しいものがあるようです。 

このような状況下でロータリークラブ会員皆様の安全・安心を最優先に考え現在も例会を

休会とさせていただいております。何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。 

また、３月５日(土)、６日(日)と２日間にわたって国際ロータリー第 2680 地区 地区大会が

開催されました。残念ながら昨年に引き続きオンライン開催となりました。 

本来ですと直接多くのロータリアンの皆さんとの交流を図り、特に新入会員の皆さんには

地区大会でのロータリークラブの雰囲気、醍醐味を味わっていただきたいと思っていまし

たが、残念ながらオンラインでの開催となりました。入会年度の浅い会員にはぜひ来年度

の地区大会に参加していただきたいと思います。 

地区大会１日目は会長・幹事会に続いて会員増強についてのロータリー研修セミナーが

ありました。また、２日目には YouTube でご覧になった方も多いと思いますが、「ゴリラから

の警告とコロナ後の社会」と題して講演があり、続いて RI現況報告、地区現況報告、各種

表彰等がおこなわれました。 

感染状況が改善されれば来る３月２９日には例会を再開させていただき、地区大会後の

クラブ協議会でその一端だけでもお話できたらと思っています。 

COVID-19 の感染拡大はまだまだ予断を許さない状況かと思いますが、皆様にはくれぐ

れもご自身の健康に留意いただき、３月２９日の例会でお会いしましょう。 

 

                                                

１） ロータリーレート変更のお知らせ 

２０２２年３月１日より１ドル１１６円（現行１１５円） 

２） ☆他クラブニュース 

例会変更のお知らせ 

明石 RC     ◇３月９日（水）→休会[定款第７条第１節(ｄ) 

          ◇３月１６日（水）→休会[定款第７条第１節(ｄ)３] 

          ◇４月６日（水）→４月７日（木）１８時～ 親睦花見例会 

                       於；明石公園 TTT 

          ◇４月２７日（水）→休会[定款第７条第１節(ｄ)補足１項] 

          ◇５月 ４日（水）→休会[祝日] 

◇３月１８日（金）→３月９日（水）高砂青松ＲＣとの合同例会 

  

 

 

 会長の時間 

 幹事報告 

高砂ＲＣ 



                               於；ウエディングパレス鹿島殿 

◇３月１１、２５日（金）→休会[定款第７条第１節(ｄ)] 

◇４月 ８日（金）→４月１０日（日）家族移動例会 

 ◇４月１５日（金）→４月１３日（水）１０時～１５時 

高砂青松ＲＣとの合同献血例会 

                               於；高砂文化会館駐車場 

◇４月２９日（金）→休会[定款第７条第１節(ｄ)] 

◇３月１０、１７日、２４日（木）→Ｚｏｏｍ例会に変更 

 １２：３０～１３：１５ 

                                於；会議所４階大会議室 

            ◇３月３１日（木）→休会[定款第７条第１節(ｄ)] 

            ◇４月 ３日（日）→観桜例会延期 

 ◇４月 ７日（木）→４月３日（日）に例会変更 

 ◇４月２８日（木）→職場例会 １２時半～開催予定 

                     於；加古川プラザホテル２階 

 ◇５月５日（木）→休会[祝日] 

高砂青松 RC   ◇３月 ２日（水）→３月６日(日)国際ロータリー第２６８０地区 

2021-22年度地区大会        

◇３月 ９日（水）→高砂ＲＣとの合同例会 

                               於；ウエディングパレス鹿島殿  

           ◇３月２３日（水）→休会[定款第７条第１節(ｄ)] 

◇４月１３日（水）→高砂ＲＣとの合同献血例会 

                               於；高砂文化会館駐車場  

            ◇４月２７日（水）→休会[定款第７条第１節(ｄ)] 

加古川平成 RC  ◇４月 ６日（水）→９日（土）１８時～ 観桜例会のため  

於；舞子ビラ 

            ◇４月２７日（水）→休会[定款第７条第１節(ｄ)] 

            ◇５月 ４日（水）→休会[定款第７条第１節(ｄ)] 

３） 去る２月５日に行われました東播第 2 グループ I.M.でのポリオプラスチャリティー募

金について、募金額は２３,４３１円となり、地区ポリオプラスチャリティーへ送金済み

です｡ご報告します。 

４） 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、RYLA ｾﾐﾅｰのご案内、加古川 RC 週報を入れております。RYLA ｾﾐﾅｰ

のお問い合わせ､申し込みについては加古川 RC事務局までお願いします。 

５） 蔓延防止等重点措置の期限延長に伴い、２月２２日､３月１､８､１５､２２日（火）の例

会を例会取りやめ[定款第 7条第 1節(ｄ)３]とすることに致しました。 

６） ３月２９日（火）は例会取りやめの予定でしたが、通常例会に変更します。場所は加

古川プラザホテルボールルームに変更になっております。よろしくお願い致します。 

 

  

《審議事項》 

１） 

 

 

 

３月・４月・５月プログラムに関する件 

   原案通り承認。 

   ３月２９日（火）は通常例会に変更（２２日と振替）、例会内容はクラブ協議会

地区大会後、前半期の報告とする。 

 定例理事会 ２０２２年３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 

加古川平成 RC 

加古川中央 RC 



２） 

 

𠮷田実盛会員退会に関する件 

   ２０２２年３月３１日をもって退会する事で承認。 

  

   

  ３月のお祝いを受けられた方々より \84,000- 

  本年度累計\1,068,000- 

 

 

☆ ビ ジ タ ー 2/8水田 裕一郎氏（姫路南 RC） 

☆ メ ー ク ア ップ 地区大会 3/5 藤本光､畑 

地区大会 3/6 会員全員出席 

                            

 

  例会場当番 

 ３月２９日(火) 田邊､橘  

 ４月 ５日(火) 鶴田､芝本 

 

 

 

   

  ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ４月プログラム ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

３月２９日(火) ４月５日(火) ４月１２日(火) ４月１９日(火) 

クラブ協議会 

地区大会後 

前半期の報告 

新会員自己紹介 

中田桂・瀧川担当 

フォーラム・卓話 

松尾社会奉仕委員長

担当 

次年度委員会Ⅰ 

月 日 行 事 備 考 

４月 ５日(火) 新会員自己紹介 中田桂・瀧川担当 

４月１２日(火) フォーラム 社会奉仕委員会担当 

４月１９日(火) 次年度委員会Ⅰ  

４月２６日(火) 次年度委員会Ⅱ  

 誕 生 日 祝  省略 

  結 婚 記 念 日 祝   

 

  出 席 表 彰   

  会社創立記念日   

ニコニコ 

 出席委員会 

 親睦活動委員会 

 プログラム委員会 

３月のおよろこび 



 
 
深刻化するウクライナでの人道的危機への対応として、ロータリー財団は現在、ロータリー地

区が実施している救援活動を支える資金を世界中の人が寄付することのできる正式な窓口

として、災害救援基金を指定しました。 

これに伴い、ロータリー財団は以下を承認しました： 
 
・現在から 2022年 6月 30日まで、ウクライナと国境を接する指定ロータリー地区とウクライナ

国内のロータリー地区は、災害救援基金から各地区 5 万ドルまでの補助金を申請できま

す。迅速な手続きが行われるこれらの補助金は、水、食料、シェルター、医療品、衣服とい

った救援物資を含め、この危機による難民や被災者の支援に利用できます。 

・上記の期間、難民やそのほかの被災者への支援を希望する、影響を受けたほかのロータリ

ー地区も、災害救援基金から 25,000 ドルの補助金を申請することができます。 

・現在から 2022 年 4 月 30 日まで、ロータリー地区は未配分の地区財団活動資金（DDF）を

災害救援基金に充て、ウクライナと関連する人道的補助金を支援することができます。 

・ウクライナ支援のための災害救援基金への寄付は、こちらからお寄せいただけます。 ウク

ライナでの救援活動を支援するための災害救援基金へのご寄付は、2022 年 4 月 30 日ま

でに行う必要があります。 

・ロータリー財団を通じた支援は災害救援基金が主な窓口となりますが、ロータリークラブと

ローターアクトクラブもウクライナでの人道的危機に対して独自の支援を行うことが奨励され

ています。 
 
災害救援基金を通じた支援に加え、財団はパートナー団体や地域リーダーと協力し、増加

する人道的ニーズへの効果的なソリューションを模索しています。 
 
・国連難民高等弁務官事務所（米国）と協議し、ウクライナや近隣諸国で行き場のない人び

とのニーズに対応するための準備を進めています。 

・災害救援におけるプロジェクトパートナーであるシェルターボックスは、東欧のロータリー会

員と連絡を取り、一時的な住居やほかの必要物資の提供方法について検討しています。 

・「難民、強制退去者、移住者のためのロータリー行動グループ（The Rotary Action Group 

for Refugees, Forced Displacement, and Migration）」は、この危機への対応としてグループ

のリソースを集結させています。 
 
すでに 200 万人以上がウクライナから避難しており、緊急支援が早急に必要となっています。

国連は、避難する人の数が 500 万人に上る可能性があると推測しています。ヨーロッパや世

界のロータリークラブが救援活動に乗り出しており、中には避難者を支援するために現地で

活動しているクラブもあります。 

ロータリーでは、ウクライナと近隣諸国での状況を引き続き注視していきます。クラブによる支

援方法や、ロータリー会員にできること、現地の人びとへの影響等に関する最新情報は、ロ

ータリーのソーシャルメディアをフォローしてご覧ください。 

ご質問はロータリーお問い合わせセンターまでご連絡ください 

（rotarysupportcenter@rotary.org）。 

ロータリー財団がウクライナ地域での直接的人道支援の窓口を設置 

 

 

2022-23年度テーマ : 「イマジン ロータリー」 

 

mailto:rotarysupportcenter@rotary.org

