
※回答６９クラブ
※未回答２クラブ ※敬称略　2020/9/28現在

設置のクラブのみ回答

休会はいつから
いつまでの
予定ですか

休会中の
会⻑メッセージ等

の発信

委員会の内容を
簡単にご⼊⼒ください

尼崎

・点鐘　・ソング　・ビジター紹介
・出席報告　・会食（松花堂弁当）
・会⻑の時間　・幹事報告
・委員会報告　・SAA報告
・スピーチ　・点鐘

設置なし

尼崎北 先月と変わりありません 先月と変わりありません 設置なし

尼崎東 あり
(FAX・Eメール)

・ソング　・ビジター紹介　・出席報告
・会食(お弁当スタイル)　・会⻑の時間　・幹
事報告　・委員会報告
・同好会報告　・SAA報告　・スピーチ

設置なし

尼崎⻄ 通常通り 設置なし

尼崎南

・点鐘　・ソング　・ビジター紹介
・会⻑の時間　・会食　・幹事報告
・各委員会報告 ・同好会報告
・出席報告　・SAA報告
・卓話　・点鐘

例会開始前の深呼吸体操を
中止しています。 設置あり

委員会のメンバー構成は決まってい
ますが、コロナに対する委員会は未だ
開いていません。

尼崎中 通常通り 設置なし

伊丹

・例会を開催する会館の
　コロナ対策利⽤制限を遵守。
・近距離、⾶沫感染を避けスクール形式で食
事(配膳を避けお弁当形式)。
・食べた後のゴミを各自持ち帰る。飲物はペッ
トボトルで対応。

例会運営について、当クラブ細則では、「対⾯
での方法に限り開催する」こととしていたが、
「不測の緊急事態の際はこの限りではない」と
改定した。

設置あり

危機管理に備え、有識者を委員に
構成する。⼤きな⾏事（サンクス）
を開催するにあたり、国際奉仕委員
会、⽶⼭記念奨学委員会の委員
⻑を委員に構成した。また、今回の
コロナ禍対応に関し、委員会の答申
を受け上での例会運営を決定した。

川⻄
・換気のため窓を開け、サーキュレーターで風を
送り、会場の扉も開けたままで通常通り開
催。特に食事中は会話を控える。

例会は通常通りですが、例会前のワインコー
ナーを休止中。 設置あり

中⻑期ビジョン委員会（直前会⻑・
幹事　現会⻑・幹事　会⻑エレクト・
幹事エレクト）が兼務。

伊丹有明 ソング、ビジター紹介、会食、会⻑挨拶、出
席報告、幹事報告、連絡事項、卓話 設置なし

川⻄猪名川

①ソング ②スクワット・踵落とし
③会食（持ち帰り可能弁当+ペットボトルの
お茶）④会⻑挨拶
⑤幹事報告・理事会報告
⑥誕⽣⽇祝（第⼀例会のみ）
⑦委員会報告 ⑧出席報告
⑨ニコニコ報告 ⑩テーマ座談会等

・Zoom併⽤
・マスク着⽤
・手指消毒

設置あり

伊丹昆陽池

開会点鐘、ソング⻫唱、
会食（平常時と変わらない）、
会⻑挨拶、幹事報告、出席率報告
委員会・同好会報告、SAA報告、
卓話、閉会点鐘

例会の回数を当⾯、月1回にしている。座席
の配置に気を配る。ソングは小さい声で、挨
拶、卓話など極⼒マスク着⽤で⾏う。座席数
の関係で密になりそうな場合、メークアップは
受付のみの場合もありうる。

設置なし

⻄宮
イブニング 設置あり

⻄宮 9/8（火）まで

週報特別号を
発⾏。会員皆
様に週報・幹事
報告他を郵
送。

①開会(点鐘)　②ゲスト・ビジター紹介
③会⻑の時間　④出席報告
⑤委員会報告　⑥幹事報告
⑦卓話　⑧会場監督報告
⑨閉会（点鐘）

設置なし

芦屋

7/29〜9/9まで
（7月〜9月まで
は月2回の例会
で年間予定）

定期的に幹事
報告等を会員
⼀⻫メールして
います

・点鍾　・ロータリーソング（静聴）
・会⻑挨拶　・委員会報告
・出席報告　・お食事　・卓話
・ニコニコ読み上げ　・点鍾

毎回、出席者を事前把握し指定席としてい
る。1卓４名掛けの円卓を利⽤しているので
⼤きな会場をおさえるようにしている。

設置あり クラブ管理運営委員会
危機管理担当

甲子園

開会点鐘　ソング、リスニング　食事
会⻑の時間　今週のお誕⽣⽇
委員会、チーム報告　幹事報告
卓話　ニコニコ箱　閉会点鐘

会場を倍のスペースにしました。 設置なし

⻄宮夙川 ９月中 Zoom会合にて 設置あり
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芦屋川

お食事→点鐘→ロータリーソング→
フリートーキングタイム→会⻑挨拶→
出席報告→幹事報告→卓話→
ニコニコ→点鐘

例会場のレイアウトを変更した。
出席困難な方のためにオンラインで例会出席
できるようにしている

設置あり

⻄宮恵美寿

開会点鐘・ソング・会⻑の時間
・委員会報告・幹事報告・出席報告
・本⽇のプログラム(卓話等)
・ニコニコ発表・閉会点鐘

設置あり

宝塚
開会点鐘、ソング、食事、会⻑談話、幹事
報告、スポット報告、SAA報告、本⽇の⾏
事、閉会点鐘

設置なし

三田
開会点鐘→ソング⻫唱→ゲスト紹介、会⻑
挨拶→幹事報告→その他委員会報告→会
食→本⽇のプログラム→終了、閉会点鐘

ソーシャルディスタンスを採り粛々と会は進⾏さ
せております 設置あり 新世代来⽇⽣や⽶⼭奨学⽣の⽇

常の会員の応対や接触について

篠⼭
開会点鐘、ロータリーソング歌わず曲のみ流
す、会⻑談話、幹事報告、委員会報告、卓
話、閉会点鐘、最後に持ち帰り⽤弁当配布

設置あり
クラブ会員やその関係する
⻘少年他にハラスメント等の問題が
起きないよう注意を促す

柏原

・食事
（13︓00〜13︓15の間で、静かに食事を
済ます。テーブル配置がスクール形式のため、
前列の　会⻑・幹事・副会⻑・SAAの4名
は、他の会員の席と向かい合うので、食事の
時のみ⾶沫防止のために4名の机上にはプラ
スチックの仕切り版を置く。食事後は取り外
す）
・点鐘　・Rソング（音楽のみ）
・会⻑報告　・幹事報告
・委員会報告　・10分間卓話
・出席報告　・ニコニコ報告　点鐘

　 設置あり

宝塚武庫川 設置あり 次の月の例会開催について意⾒をま
とめる

三田南 密にならない様配慮し、換気をするようドアは
開けて例会をしています。 設置なし

宝塚中
・点鐘　・ソング　・ビジター紹介
・会⻑の時間　・会食　・幹事報告
・ニコニコ、出席報告　・本⽇の卓話

除菌・マスク着⽤・円卓の人数を減らす 設置あり
⻘少年関連の項目しか無かったので
災害や感染症に対応出来るよう変
更中

HYOGO
ロータリーE

ホームページ形式
・開会点鐘　・ロータリーソング
・会⻑の時間　・幹事報告
・委員会報告　・卓話　・閉会点鐘

設置なし

神⼾
・ロータリーソング⻫唱　・会食
・会⻑挨拶　・幹事報告
・委員会報告　・卓話

例会場を２倍の⾯積にして、席の間隔を開
け、密にならないようにしている。
２倍の⾯積が確保できない場合は、休会とし
ている。

設置あり

神⼾東 紹介、食事、会⻑挨拶、幹事等報告、ニコニ
コ報告、プログラム 設置あり 例会運営、休会の目安

神⼾東灘
開会点鐘・ソング・食事・会⻑挨拶
・幹事報告・各委員会報告・卓話
・閉会点鐘

例会場をホテルの⼤きい部屋に変更、１卓の
人数を４人に制限 設置あり 感染状況に応じて例会開催の可否

や開催方法のあり方などを提言

神⼾南 シンギング、食事、幹事報告、委員会報告、
SAA報告、プログラム

広い部屋に可能な限り移動、丸テーブル5人
掛け、検温、出席の印鑑を事務局で押印 設置なし

神⼾六甲
点鐘・会⻑挨拶・会食（銘々盛）
・幹事報告・委員会報告・SAA報告
・卓話・点鐘

食事が終わった人からマスクを着⽤ 設置なし

神⼾ベイ 通常通り 例会場を広い部屋に変更、
丸テーブル4人掛け 設置なし

神⼾⻄

点鐘、ビジター紹介、点鐘⼀句、
会⻑挨拶、幹事報告、
委員会・同好会報告、その他報告、
ニコニコ報告、卓話、
会⻑コメント＆お礼、閉鍾

ロータリーソングなし、
1分間体操なし 設置あり

神⼾須磨 点鐘、唱歌、食事、会⻑挨拶、
幹事報告、委員会報告、卓話。 設置あり
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神⼾垂⽔
スクール形式の食事形態は不評のため、⻑机
を四角く並べお互いの顔を⾒ながらの食事に
変更。

円卓をやめて⻑机(⼀人⼀卓）４卓を四角
にならべ、密にならないように、間隔をあける。 設置あり

①⻘少年プログラム　②感染症発
⽣、自然災害発⽣時に執⾏部に助
言を⾏う

神⼾⻄神 前回回答事項と同様 前回回答事項と同様 設置あり 前回回答事項と同様

神⼾中

通常通り
・点鐘　ロータリ―クラブソング
・会⻑挨拶・幹事報告・委員会報告
・その他の報告・会食(蓋つきお弁当)
・卓話・点鐘

マイクには使い捨てマイクカバーの使⽤
発表者ごとに交換 設置あり

神⼾
モーニング 前回と同様 設置なし

明石 前回回答　通常例会 設置あり

明石東

・開会点鐘　・ソング　・ビジター紹介
・会⻑の時間
・食事と交歓（最終例会は諸⾏事を
　先⾏し食事を最後にしている）
・各委員会報告　・ＳＡＡ報告
・幹事報告　・卓話　・閉会点鐘

例会場変更
受付で検温・消毒
受付にビニールシート設置
円卓6名掛から⻑テーブル4名掛に変更
マイク⽤消毒液を準備

設置あり

明石北 ノーベル賞と⾝の回りの医療、街歩き「⼋⽊・
東江井」、会計の話 なし 設置なし

高砂

開会点鍾、ゲスト・ビジター紹介、
食事、出席報告、委員会報告、
ニコニコ箱報告、幹事報告、
会⻑の時間、卓話、閉会点鍾

高砂⻘松RCとの合同例会では、Zoom参加
可能、スクール形式、
1机1人、食事（ガード付お弁当）の有無を
選択　各自の判断に合わせた例会出席依頼

設置なし

加古川

・開会(点鐘)　・ロータリーソング
・食事の時間(９月８⽇から再開)
・会⻑の時間　・出席率の報告
・委員会報告　・ニコニコの報告
・幹事報告　・卓話の時間
・閉会(点鐘)

設置なし

加古川中央 9/24（⽊） なし

点鐘　ソング　お祝い
委員会及び幹事報告 食事
ニコニコ発表　会⻑の時間　卓話
閉会点鐘

ソーシャルディスタンス（広い会場）、 パー
テーションの設置 設置あり 危機管理マニュアル作成など

高砂⻘松 スクール形式の食事　幹事報告
会⻑の時間　卓話 設置なし

加古川平成 会場に出向けないメンバーの為にZOOMを併
⽤して例会を開催しました。 設置なし

三⽊ 出来得る限りの感染対策はして、今まで通り
の例会に戻れるようにしている。

通常例会開催場所だった会場がやっと使える
ようになり、今週から例会開催できるようになり
ました。ホッとしている⾯もありますが、会場が
狭いので不安でもあります。

設置なし

小野加東 設置あり

北条 ソングは聞いて歌わない。
席の間隔をあける。あとは通常と同じ 設置あり

⻄脇

・点鐘　・ロータリーソング（歌わずにCDを流
す）・食事（〜9/14は食事なし、9/28〜
食事あり）
・出席報告　・会⻑の時間
・幹事報告　・委員会報告
・ニコニコ箱報告　・卓話　・点鐘

テーブルの配置が変わった
（円卓→スクール形式） 設置なし

三⽊みどり 通常通りです。食事については例会時に食べ
ずに持ち帰りの方は事前にお伺いしています。 会場の広さは重要だと思います。 設置なし

洲本

①開会点鐘　②本⽇のソング
③来賓紹介　④食事　⑤会⻑の時間
⑥幹事報告　⑦出席報告
⑧委員会報告　⑨ニコニコ報告
⑩本⽇の卓話　⑪閉会点鐘

①マスク着⽤
②机配置をスクール形式に変更　③手指除
菌
④演台にアクリル板設置

設置あり

淡路三原 先月と変わらず 先月と変わらず 設置あり 先月と変わらず

津名

会⻑開会点鐘・ソング(音響のみ流す)
・お客様の紹介・会⻑挨拶・セレモニー
・幹事報告・出席報告・SAA報告
・本⽇のプログラム・会⻑閉会点鐘

時間短縮・お弁当はお持ち帰り 設置なし
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あわじ中央

会⻑点鐘、来訪者紹介、会⻑挨拶、食事、
幹事報告、委員会報告、
その他報告、卓話、にこにこ報告、
出席報告、点鐘

設置なし

姫路

・開会点鐘　・ロータリーソング⻫唱
・来客紹介　・歓迎歌　・食事と交流
・会⻑の時間　・幹事報告
・各委員会報告
・Ｓ.Ａ.Ａ.報告（ニコニコの報告）
・プログラム卓話　・御礼のことば
・閉会点鐘

演台の前にアクリル板を設置、
出⼊口2ヶ所を開放、
出⼊口に消毒液オートディスペンサーを設置、
お茶はペットボトルに変更、食事は蓋付き2段
重ねの重箱、マイクの除菌

設置あり

⻘少年事業に関してクラブにとって
「好ましくない事態」の防止、また発
⽣に対応するためリスク管理の体制
を整え（メンバー・規定等）、報告
のあった危機に対しての適切に対応
する。

姫路南

食事　開会点鐘　ロータリーソング
来客紹介　出席報告　会⻑の時間
幹事報告　委員⻑報告　SAA報告
プログラム　閉会点鐘

設置なし

姫路⻄

会⻑挨拶・ロータリーソング、クラブソング⻫
唱・幹事報告
食事（弁当形式・スタッフ配膳なし）
委員会報告、ニコニコ箱披露
プログラム

設置あり
今年度より戦略計画委員会を設置
し、コロナウイルス感染症予防のクラ
ブ独自の基準表を作成。

姫路東

1.開会点鐘　2.ソング⻫唱
3.来客紹介　4.歓迎歌　5.出席報告
6.食事　7.会⻑の時間　8.幹事報告
9.委員会報告　10.ニコニコ箱報告
11.プログラム

1.出席委員会による検温確認の徹底
2.受付時、フェイスガードの着⽤（出席管理
者）
3.配席の工夫とパーテーションの設置

設置あり

神崎

・開会点鐘　・ロ－タリ－ソング(音楽のみ口パ
ク)　・お客様の紹介
・食事　お弁当形式（されない方はお持ち帰
り）・出席報告　・会⻑の時間
・幹事報告　・各委員会報告
・ＳＡＡ報告　・プログラム　・閉会点鐘

＊蜜をさけて、広い会場へ変更
＊席はスク⁻ル型式（⻑テ－ブルに１名づ
つ）
＊食事はお弁当形式
＊ソングは口パク

設置なし

姫路中央 食事、会⻑の時間、プログラム　卓話 設置なし

赤穂 演台に⾶沫防止アクリル板の設置 設置なし

相⽣
・来賓紹介　・出席報告　・会⻑報告
・幹事報告　・委員会報告
・SAAの時間　・プログラム（20分）

・机　スクール形式　・マスク着⽤
・手指消毒液設置　・体温計設置
・十分な換気　・食事なし
・ソング⻫唱なし

設置なし

龍野

・点鐘 ・ロータリーソング（曲のみ）
・会⻑の時間 ・幹事報告
・委員会報告 ・出席報告
・ニコニコ箱の発表　・例会プログラム
 ・点鐘

・食事時間が無く開始時間の変更
・配席スクール形式で⻑机二人掛け真ん中に
卓上⽤パーテーション設置
・Zoom配信あり

設置なし

上郡佐⽤ 食事は持ち帰り弁当、希望者は例会開始前
或いは終了後に食べる 食事の際には2M以上の距離、無言で 設置なし

⽣野
点鐘　会⻑の時間　幹事報告
委員会報告　出席報告　食事
ニコニコ箱披露　点鐘

12︓30〜13︓00までの30分短縮　国歌・
ロータリーソングなし
卓話なし　夜間例会なし

設置なし

香住
1.開会点鐘　2.食事　3.会⻑の時間　4.幹
事報告　5.委員会報告　6.卓話　7.出席報
告

設置なし

和田⼭ なし

食事（前半2回は無、後半2回は有）開会
点鐘　四つのテスト書写・唱和　ソング　会⻑
の時間　幹事報告
委員会報告　会員卓話　出席報告　ニコニコ
箱披露　閉会点鐘

自宅にて検温
感染に不安のある場合の⽋席は、⽋席扱い
としない（細則改定）
オンライン出席（会員のみ）

設置あり 必要な際に委員会開催

豊岡円⼭川 設置なし



※回答６９クラブ
※未回答２クラブ
2020年9⽉28⽇


