
- 1 -

４つのテスト 言行はこれに照らしてから

１．真実かどうか　　　　　　２．みんなに公平か　
３．好意と友情を深めるか　　４．みんなのためになるかどうか

会 長

三宅　　敬
幹 事

島田　進一

鷲尾　和正

クラブ会報委員長

2022～2023年度 RI会長　ジェニファー・ジョーンズ

Imagine Rotary
イマジン    ロータリー

「役に立つロータリー、
  ためになる西クラブ」

日航姫路３F

（URL)http://himeji-west-rc.jp/ (E-mail)himeji-west@tiara.ocn.ne.jp

２０22～２０23

姫 路 西 R C
第２６８０地区

2022-23年度クラブ週報　№15　10月２６日　例会　（通算2517回）

　　１．開会点鐘（１２：３０）　　　
　　２．「四つのテスト」「クラブソング」
　　３．来客紹介　　
　　４．会長の時間　
　　５．幹事報告　
　　６．出席報告　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　７．委員会報告
　　８．ニコニコ箱紹介
　　９．プログラム
　　　　「新入会員スピーチ」田寺宣文会員
　　　　「ロータリー文庫」赤西弘光会員
　１０．閉会点鐘（１３：３０）

＜次週プログラム＞
　　　　
当クラブ　　１１／　２「委員会タイム」　　　　　　　　　　　帽田剛史米山奨学会委員長
　　　　　　　　　　　　　　　国際ロータリー第２６８０地区　
　　　　　　　　　　　　　　　米山記念奨学委員会　委員長　武本正照様（尼崎北ＲＣ）
神崎ＲＣ　　１０／２７「移動例会」　　　　　　　　　　　於；（一財）香寺民族資料館　
姫路中央ＲＣ１０／２７「開催なし」
姫路南ＲＣ　１０／３１「職業奉仕フォーラム」「第２回ほろにが会」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６時～於；ホテル日航姫路
姫路東ＲＣ　１０／３１「（仮）危機管理について」　　　　　　　矢野宗司パストガバナー
姫路ＲＣ　　１１／　１「今さら聞けない財団のお話」　　 地区 R 財団委員長　丸尾研一氏

今週のソング

１．夢前の流れ　白鷺の城

　　我らの思いは　奉仕の理想

　　輝け西ロータリー　愛の歯車

　　姫路西ロータリー　共に栄えん！

２．緑も深き　青き峰々に

　　響く蹄
てつ

の音
ね

　銀の馬車道

　　輝け西ロータリー　愛の歯車

　　姫路西ロータリー　共に栄えん！

The West to Love

四つのテスト
真実か　どうか
みんなに　公平か
好意と友情を深めるか
みんなのためになるかどうか

鷲尾和正会員　撮影
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１０月１９日（水）例会記録
開 会 点 鐘

会 長 の 時 間 ……………………………… 三宅　敬会長

「それでこそロータリー」「クラブソング」

みなさん、こんにちは。さて、昨日の日経朝刊に
１面記事広告が出ましたが、読まれた方、どれく
らいおられますでしょうか？
スキャンしましたので、スライドを見ていただけ
ますか。
一番上に、今年の RI 会長のテーマ「イマジン・ロ
ータリー」があって、左下にはジェニファー・ジ
ョーンズ会長の写真とプロフイールの紹介があり
ます。右上には、日本人の RI 理事である佐藤さん
の写真があります。
右には、ポリオ根絶のために、2750 地区（東京南
部）の次期ガバナー宮崎さんがサイクリングで日
本縦断しているという記事と写真があります。こ
のイベントは知らなかったので、少しびっくりし
ました。北海道から佐田岬まで約一カ月かけてサ
イクリングしているよううで、今月 10 月 23 日ゴ
ール予定らしいです。すごいですね。うちのクラ
ブの藤橋会員にも、こんど何かやってもらいたい
と思います。
下の方をご覧ください。佐藤理事と、地域公共イ
メージコーディネーターである 3 人の元ガバナー
が写っています。右端は、この地区の丸尾元ガバ
ナーです。少し写真が若いですね。
公共イメージコーディネーターと書いてあるの
で、これはロータリーのイメージアップのための
広告なのかも知れません。ちなみに、日経の全面
広告、いくらすると思いますか？ページにもよる

と思いますが、約 2,500 万円くらいらしいです。そ
の下にはロータリー財団の紹介がありますので、財
団もお金を出しているのかも知れません。財団の活
動としては、七つの重点分野がわかりやすいロゴで
説明されています。
こうやって、私たちの会費の中からロータリーの紹
介がされるのはよいことかとは思います。なお、右
下に ROTARY ZONE 1A 2,3 と書いてあります。ゾ
ーンというのは馴染みがあまりないですが、ＲＩ理
事やＲＩ会長を選出するため、会員を約 3 万人で区
切った区割りらしいです。日本は三つのゾーンに分
かれているというのは知っていたのですが、「１Ａ」
の「Ａ」って何なのか？この写真に載っている丸尾
さんに問い合わせたら、1A は、日本の第 1 地域に
バングラデシュ、パキスタン、インドネシアを加え
たものです、と回答がありました。
さて先週、ソウルハンガンクラブの 50 周年委員長
から、私宛にはじめてメールが届きました。延期し
ていた 50 周年式典を 12/8 に開催する、コロナの
ために参加者を制限しているので姫路西クラブから
は会長と団長だけの招待となる、との内容でした。
石川会員は事情により行けないとのことで、その旨
ハンガンに回答すると、では横田会員にお越し頂き
たいとの返事でした。私と横田会員とで行ってきま
す。
それ以降のクラブ交流については、国際奉仕委員会
で協議いただきます。

〇（公）ロータリー米山記念奨学会より「ハイラ
イトよねやま vol．２７１」がまいっておりま
すので回覧します。

〇先週に引き続き、「青少年健全育成チャリティ
　ゴルフコンペ」の出欠表を再回覧しますのでお
　返事のまだの方はご記入ください。

＜例会変更通知＞
　龍野ＲＣ　１０／２７「移動例会」
　　於；スシ＆ベジタブル心、古民家ホテル Kurasu

　１１／１７「夜間例会」
１８時～於；龍野経済交流センター

　神崎ＲＣ　１１／１７「もみじ例会」
１８時３０分～於；上山旅館

　１１／２４「休会（定款第７条第１節（ｄ））」

幹 事 報 告 ……………………………… 島田　進一幹事

来 客 紹 介 ……………………………… 石田文徳前会長

＜来訪ロータリアン＞
　（姫路ＲＣ）金山　勉君

計　１名　累計　２１名
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＜当日欠席会員＞
　　伊賀・岡田・桂・金坂・小林・関本（慶）・高吉・永岡・萩野・桝・山崎・山田　各会員
＜１０／　５　メークアップ会員＞
　　８／２８（ソフトボール大会）中村（正）会員　　１０／　４（eクラブ）岡田会員　　
　１０／１５（eクラブ）藤橋会員　　１０／２１（eクラブ）山崎会員

ニ コ ニ コ 箱 ……………………………… 備谷信哉ＳＡＡ

}赤西・石川・石田・大谷・片岡・國富・小山・澤田・重岡
島田・関本（盛）・田寺・辻・田路・仲上・中島・中村（浩）
中村（正）・新・野瀬・備谷・藤橋・振角・帽田・細野
本田・前田・丸尾・三木（健）・三宅・山水・横田・横山
吉田・吉原・鷲尾　各会員

・・・石橋会員、コロナウイルスのお話、よろしくお願
　　　いします。

　林野会員・・・昨日は胃カメラを飲みました。酎ハイと白ワインも飲みました。
　北野会員・・秋ですね～。

プ ロ グ ラ ム ……………………………… 横山健彦プログラム委員長

「コロナウイルスのこれからと今後のワクチン接種について」

石橋　悦次会員

誌面に限りがありますので内容を掲載しきれません。
お手数ですが当クラブ HP をご覧ください。

出 席 報 告 ……………………………… 大谷拓洋出席委員

“出席は第一のクラブ奉仕である”

会 員 数 出 席 数 当 日
出 席 率

前々週メー
クアップ数

出 席
免 除 者

前 々 週
欠席者数

56 41 73.21% 4 4 2

新新型型ココロロナナウウイイルルスス
感感染染をを振振りり返返っってて

姫路西ロータリークラブ

石橋 悦次

これまでの姫路市における
新型コロナウイルス感染状況

第６波 R４. １月 ～  ６月 まん延防止等重点措置　(R4.1.27～R4.3.21)
・新規陽性者31,798人（6/30発生まで）
最大689人/日

・死亡　52人

・変異株は主に
ο(オミクロン)（BA1、BA2）株
・在宅療養者

最大約4,000人

第７波 R４. ７月 ～ 
全国一律の全数届出の見直し（R4.9.26～）
※姫路市は、引続き全数把握を行う

・新規陽性者52,830人（9/23発生まで）
最大1,396人/日

・死亡　82人

・変異株は主に
ο(オミクロン)（BA4、BA5）株
・在宅療養者

最大約9,000人

これまでの姫路市における
新型コロナウイルス感染状況

期期　　　　間間 措措　　　　置置

第１波 R2. 3月 ～  5月 緊急事態宣言　（R2.4.7 ～ R2.5.2）
・新規陽性者 41人（最大 5人/日）
・クラスター 2件
・死亡 3人

第２波 R2. 7月 ～  9月
・新規陽性者 117人（最大 6人/日）
・死亡 2人

第３波 R2.10月 ～ R3.2月 緊急事態宣言　（R3.1.14 ～ R3.2.28）
・新規陽性者 1,463人（最大 39人/日）
・クラスター 12件
・死亡 68人

・在宅療養者　最大 約 300人

第４波 R3. 3月 ～  6月

まん延防止等重点措置　（R3.4.5 ～ R3.4.24）
   (R3.6.21 ～ R3.7.11)

緊急事態宣言　（R3.4.25 ～ R3.6.20）

・新規陽性者 1,513人
最大 47人/日

・クラスター 6件
・死亡 27人

・変異株α(アルファ)株発見、
後半はδ(デルタ)株へ移行

・在宅療養者　最大 約 300人

第５波 R3. 7月 ～ 10月
まん延防止等重点措置　（R3.8.2 ～ R3.8.19）

緊急事態宣言　（R3.8.20 ～ R3.9.30）

・新規陽性者 3,584人 （10/31発生まで） （最大 142/日）
・クラスター 12件
・死亡 9人

・変異株は主にδ(デルタ)株
・在宅療養者　最大 約 800人

状状　　　　況況

現在の姫路市における患者の状況
〇陽性者の状況 　　 （9月25日時点）

陽性者 軽症・ 重症 死亡 退院
中等症

94,490人 1,505人 1,503人 2人 235人 92,750人

※累計陽性者には、市外発表市内居住者5,381人を含み、市発表市外在住者2,794人を含まない。

※陽性者の内訳：入院 14人、宿泊療養 6人、自宅療養・入院待機 1,485人

累　計
陽性者数



クラブ会報委員会

委員長：鷲尾和正　副委員長：吉原初生　委員：仲上善夫・福原良介

電子メールの方は下記までお送り下さい。

事務局　himeji-west@tiara.ocn.ne.jp
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姫路市 感染者の推移（ ～ ）

兵庫県における感染経路別割合
（直近２か月の状況(週)）

新型コロナウイルス２価ワクチンの接種について

① 接種対象者

（１）初回接種を終えられている方
（２）接種日にファイザー社製は１２歳以上の方、モデルナ社製は 歳以上の方。
（３）姫路市は優先順位はなく、接種時期で決定されます。
※2価ワクチンによる追加接種は、 回限りになります。
つまり、 回目、４回目で２価ワクチンを接種された方は、接種可能時期を過ぎ
ても 回目、 回目の接種を受けれません。

② 接種券について

（１）未使用の 回目・ 回目接種券が使用可能。
（２） ～５回目接種券を未送付の方に 月下旬以降に順次発送。
※ただし、接種間隔が短縮される場合を想定し、前倒しで発送を計画中。

（３）発送書類は、接種券付き予診票、接種済証、おまかせ予約ハガキ、
説明文書など。

１１．．ググロローーババルルかかららブブロロッックク化化

２２．．浅浅いい景景気気のの低低迷迷がが長長期期ににわわたたるる

３３．．ババブブルルのの崩崩壊壊、、日日本本をを除除くく

４４．．２２４４年年ぶぶりり為為替替介介入入

５５．．景景気気はは夜夜のの町町かからら

６６．．ココロロナナ保保険険のの見見直直しし

姫路市資料

兵庫県における第６波と第７波の状況
（１週間平均患者数、病床使用率等）

姫路市における
新型コロナウイルスワクチンの接種状況について

接種状況（姫路市：9/18まで、兵庫県9/11まで、全国9/15まで）

回回数数 接接種種率率 回回数数 接接種種率率 回回数数 接接種種率率

ううちち11回回以以上上接接種種者者 442211,,888877回回 7799..4477%% 44,,441199,,110011回回 8800..5511%% 110044,,118844,,114411回回 8822..7744%%

ううちち22回回接接種種完完了了者者 441199,,112266回回 7788..9955%% 44,,339933,,442288回回 8800..0055%% 110022,,777722,,441155回回 8811..6622%%

ううちち33回回接接種種完完了了者者 332266,,663366回回 6611..5533%% 33,,441155,,000088回回 6622..2222%% 8822,,000011,,550022回回 6655..1122%%

ううちち44回回接接種種完完了了者者 113344,,331166回回 2255..3300%% 11,,228822,,337711回回 2233..3366%% 3322,,007799,,448800回回 2255..4488%%

合合　　計計 11,,330011,,996655回回 —— 1133,,550099,,990088回回 —— 332211,,003377,,553388回回 ——

全全　　　　国国（（99//1155））兵兵  庫庫  県県（（99//1111））姫姫  路路  市市（（99//1188））

※※１～３回目は６５歳以上、４回目は６０歳以上

新型コロナウイルス２価ワクチンの接種について

③ 接種会場について

（１）医療機関：ファイザー社製
（２）姫路市医師会診療所：ファイザー社製
（３）前之庄集団接種会場（前之庄公民館前）：ファイザー社製
（４）兵庫県・姫路市共同ワクチン接種会場（アルカドラッグ東姫路店２階）

：モデルナ社製

④ 予約方法について

（１）個別接種を希望の場合
・医療機関に直接予約またはインターネット予約

（２）集団接種を希望の場合
・おまかせ予約ハガキまたはインターネット予約
・接種会場（４）は、兵庫県コールセンターでも予約可能。

※姫路市予約受付コールセンターは、原則予約のキャンセル・変更のみ受付

兵庫県における第６波と第７波の立ち上がり


