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【 COVID-19 感染症対策として例会の簡素化を実施しています 】 

 

点鐘・ソング 委嘱状贈呈 

2022 - 23年度 青少年奉仕委員会 

RYLA小委員会 委員  池田雅子会員 

 

奉仕の理想（演奏のみ） 

来客・来訪会員紹介 

      なし 

歓迎歌 

      なし 

お祝い 

会員誕生日 結婚記念日 配偶者誕生日 

寺本・辻・半田・ 

谷脇・朝来会員 

半田・村山会員 半田会員 

塚崎会員(MU) 
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出席報告 

会員数 出席者数 MU数 免除 欠席者数 出席率(%) 前々回修正出席率(%) 

26 20 4 0 2 92.3 休 会 

 欠席会員：岡本会員・久保会員 

 

会長の時間 

先週の IM、お疲れ様でした。会員の皆様のお陰で準備から当日本番までスムーズに開催ができ、

また数年ぶりにこうして皆様と協力して物事をやりきることができたこと、とても嬉しく思いました。 

ロータリー会員の皆様の力は凄いなと改めて感じました。 

講師の松岡様のお話も、とても興味深く聞くことができました。 

ソーシャル・キャピタルの「人々の協調行動を活発にすること」によって、社会の効率性を高めるこ

とのできる、「信頼」「規範」「ネットワーク」といった社会組織の特徴は、まさしくロータリーその

ものだと思いました。 

これからも、自信をもってロータリー活動を行えます。 

最後に、龍野クラブの方から直接お褒めの言葉をいただきました。 

 

幹事報告 

〇ガバナー事務所より、下記の書簡が届いております。 

1. 2022年地区研修・協議会出席の礼状 

2. 2022年規定審議会報告会の開催について 

    2022年 5月 29日（日） Zoom方式 

3. 2021-22年度新会員の集い・2022-23年度増強セミナーの案内 

2022年 6月 12日（日） 神戸ポートピアホテル 

4. ガバナー報告（明石 RCの件） 

5. 2021-22年度第 2680地区ローターアクト年次大会登録の案内 

6. 委嘱状（2022-23年度 青少年奉仕委員会 RYLA小委員会 委員） ⇒ 池田会員 

〇西播第 2グループ大岩ガバナー補佐より新旧ガバナー補佐・会長幹事会の案内 

2022年 6月 25日（土） 赤穂ロイヤルホテル 

〇西播第 2グループ次期ガバナー補佐小林様よりクラブ協議会日程のお知らせ 

2022年 10月 7日（金） 

〇赤穂 RCより週報（No.3287-3291） 

〇Zoomの費用（年間利用料、Wi-Fiルーター購入） 約 29,000円 

 

各委員会報告 

大岩ガバナー補佐 

5月 14日開催の IMには多数のご参加をいただき有難うございました。又準備、当日の進行等ご協

力を頂きお陰様で無事に開催することが出来ました。本当に有難うございました。ガバナー補佐と

しての任期も残すところわずかですが宜しくお願い致します。 

プログラム委員会 

5月 20日（金） 地区協議会報告 5委員会 
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5月 27日 地区協議会報告 5委員会 

6月 03日 外部スピーカー 大澤敏明様 

6月 10日 年度末報告 五大奉仕委員長 

6月 17日 年度末報告 各委員長 

6月 24日 年度末報告 会長・幹事 

 

審議事項 

特になし 

 

本日のプログラム 

≪地区協議会報告≫ 

会長 江見会員 

4月 29日地区研修・協議会にご参加頂いた皆様、お疲れ様でした。 

会長部門では、ロータリーシップ研究会「RLI」の手法を用いて行われました。「RLI」とは「質の

高いリーダーシップ研修を通してロータリークラブを活性化する」合同プログラムで、小グループ

によるファミリーテーション手法（会議や議論の問題を分かり易くするためのプロセス）によって

ロータリアンを引き込み、ロータリークラブを強化することを目的としています。「私たち一人ひ

とりのロータリアンとしての成長とロータリー観の確立」とのことでした。 

決められたテーマについて意見を自由に出し合って討議する型式で、参加型、双方向型です。机

の配置（コの字もしくはロの字）、リーダーは立って動きながら議論を進め、人数は 8～15人程度、

皆が等しく意見を述べられるように、意見を交換、討論し新たな道筋が展開されるよう、全員参加

で会議を進める内容です。 

今回のセッションについて 

テーマ : クラブを活性化するために会長として何をするか 

目標 : 活性化しているクラブの状態を共有し、そのための具体的なアクションを考える。 

グループ討議は、8 グループに分かれ、1 グループリーダー１名、参加者 8 名程です。私のグルー

プでは、リーダーは川西クラブの方。参加者は明石北、伊丹昆陽池、芦屋、宝塚武庫川、加古川中

央、洲本、姫路西、和田山の各クラブの次年度会長でした。 

進行にあたっての質問は以下の内容でした。 

1：会長に就任にあたっての抱負 

2：活性化しているクラブはどのようなクラブ？ 

3：活性化している状態と所属クラブの差異は？ 

4：その差異を克服するために何が必要だと思いますか。また会長としてどのようなリーダー

シップを発揮して克服しますか。 

意見交換をおこないましたが、各クラブ共、クラブ運営、例会の進め方等色々な悩みをお持ちで、

内容は違っても、当クラブと共通だと思いました。 

研修会終了後、和田山クラブ次年度会長の小野山さんから、数年前の例会に上郡佐用ロータリー

クラブの女性会員 4～5名の方が参加頂きましたと、教えてもらいました。 

 

幹事 石原会員 
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久しぶりのリアル多勢会議でした。久しぶりのポートピアホテル。 

そして、初めての地区研修協議会、幹事部門部会に出席致しました。じっと座ってお話しを聴いて

来ました。何も知らない事を、1 つずつ理解しようとするのですが。なかなか インプット出来ま

せん。 

IMAGINE ROTARY  

何か楽しい事、ワクワクする事を目指して。 

会員それぞれの個性と特性を生かして切磋琢磨しながら奉仕の理念に基づく、上郡佐用ロータリー

クラブ。 

ひたすら これからの 1年を IMAGINE していた次第です。 

金太郎飴みたいに何処を切っても同じ色ではなくて 私達らしいクラブの色に色付いていければ・。 

 

クラブ管理運営委員会代理 朝来会員 

 クラブ管理運営委員会、分科会の報告をいたします。 

まず初めに、神戸西クラブの矢坂リーダーの挨拶から始まり、洲本クラブの中村次期クラブ管理

運営アドバイザーの挨拶、クラブにおける規定審議委員会の在り方と OM推進小委員会の成り立ち

についてお話がありました。この中で、中村アドバイザーのクラブ管理運営の基本のお話が大変分

かりやすかったので紹介いたします。 

クラブ管理運営委員会のリーダーとして、クラブに何が必要なのか、強いところ、弱いところど

うやったらクラブの存在が地域社会に繋がっていくのか。そういった意味では、プロヂューサーで

す。クラブをプロヂュースする。 

今日、こちらに来られるとき奥様に何と言ってこられましたか。黙って来られた人はいないと思い

ますが、私は意図的に朝食を取りながら家内に君の瞳は美しいねと言ってきました。その一言でひ

ょっとしたら神戸に何日間か泊まってもいいのではないか、そして帰りに美味しいものを買ってく

るねという、これも一つのプロヂュースです。 

こう言う事もクラブで見せてあげてください。 

ロータリーは学びの場です。生活の中で一番大事なものは遊びです。親睦です。親睦の意味は遊

び心、遊ぶ心、学ぶ心、助け合う心です。これを十分に養えないクラブはやはり活気がありません。 

人生は自分の人生です。良い人生を送るために、その一つの手段としてロータリークラブに入会さ

れた。それをもっと、強調してロータリーで勉強できることを 3つ上げます。 

⒈ ①国際社会の中で、日本人として欧米的思考を得る機会ができた。ロータリーの目的です。ロ

ータリーの心、サービスです。サービスと言う言葉の本質的な広い言葉をロータリーに入っ

て初めて知りました。このサービスの他者への思いやりだとか、他人の幸せを考えることが

自分の幸せにつながる。こういうことを自覚する。これがクラブの根底にあります。 

②職業場や社会組織の中で、起こりうる不正があった時にどうやってそれをクリアするのかが

職業倫理の中に書いてあります。倫理は日本人にとっては一番苦手な科目ではないでしょう

か。その点、非常に勉強になりました。 

③インホメーション（情報）とインテリジェンス（賢い）の違い 

同じ情報でも、ただただもらった情報だけで体を動かすのではなく、それをどうやって相手

に伝えるか。 

2. ①欧米社会は縦と横が表で出来ています。日本は、裏で支えています。縦の社会で横糸がない
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から弱いので裏で貼り付けされています。日本の場合、裏が本音で、表が建前の社会。でも、

これでは、国際社会では通用しません。 

きちっと物事を伝える力、それが縦、横社会を学ぶ、特にコミュニティと言う言葉の中には

それが含まれていますのでそういう事も勉強になりました。 

3. ①クラブ定款は英米法で出来ています。日本の法律でできていません。日本の法律と比べてみ

て違うところを学んでいただきたいです。 

②公平性の原則 

会員は皆同じ、公平であるということを絶対にわすれてはいけません。何故か、会費が皆お

なじだからです。 

ロータリーの大原則は、事を責めても人を責めるなとあります。事を判断し、事が悪ければ、事

を責めるけれど人を責めることはできません。ですから、大いに議論をして頂きたい。 

最後に、人間性を学ぶ、関係論、コミュニケーション力、論理的思考、論理の組み立て方、日本人

は自我の主張は教えられていますが、人の事を聞くことまでは教えられていません。 

調和という言葉を学んだのはロータリーです。妥協する事と調和する事はちがいます。 

 

会員維持増強委員会  半田会員 

2022年 4月 29日神戸ポートピアホテルにて全体会議後、分科会が開催されました。 

姫路東ロータリークラブ会員副リーダーの橋本雅彦会員による 

「当地区の現状分析」報告 

・ 会員数 

98年 6月比   －1,560名   （－37％） 

4,152人 → 2,592人 

・ クラブ別会員数 

平均会員数 37.0人/クラブ 

会員数 60人以上のクラブ   7クラブ 

会員数 20人以下のクラブ   14クラブ 

・ 会員の年齢分布 

平均年齢  63.1歳 

女性比率 4.7％  （日本 6.7％） 

「窓を開けてみよう! オープン例会のススメ」 

カウンセラー地区ガバナー 吉岡博忠 氏 

オープン例会成功の為の 10のヒント 

会員増強に本気になること 

覚悟を持つこと 

愛をこめて丁寧に接すること 

できる事はすべてやること 

人任せでは仲間は増えません 

 

ニコニコ箱・親睦箱 

朝来会長・・・大岩先生、皆様 IMお疲れ様でした。有難うございました。誕生日自祝。 
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大岩会員・・・皆様のお蔭をもちまして IMが無事に終了しました。本当に有難うございました。 

半田会員・・・大岩ガバナー補佐、IMお疲れ様でした。誕生日、結婚祝い、配偶者誕生自祝。 

辻 会員・・・誕生日自祝。 

寺本会員・・・大岩先生、皆様先日の IMお疲れ様でした。誕生日自祝。 

髙見会員・・・大岩先生、IMお疲れ様でした。日曜日は晴れそうなので楽しみです。 

江見会員・・・皆様、IMお疲れ様でした。 

石原会員・・・IMお疲れ様でした。久し振りのイベントでしたね。 

池田会員・・・大岩ガバナー補佐、皆様お疲れ様でした。 

村山会員・・・先日の IMお疲れ様でした。 

井口会員・・・大岩ガバナー補佐、役員の皆様、先日の IMお疲れ様でした。大変好評でした。 

名田会員・・・先日の IMお疲れ様でした。初めて参加することができ有難うございました。 

田村会員・・・皆様先日の IMお疲れ様でした。大変良い IMで、みんなが協力できたのが良かった

ですね。 

深澤会員・・・大岩さん、ご苦労様でした。IM委員他関係の皆様大成功でしたね。 

箸蔵会員・・・先日の IMご参加の皆様、お疲れ様でした。 

勝手をしました。ようやく落ち着いてまいりました。 

塚崎会員・・・IMって本当にいいですね。皆さん、お疲れ様でした。 

 

ニコニコ箱    １４，０００円 

親 睦 箱    １８，０００円 

合   計    ３２，０００円 

 


