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会 長：朝来 忠平 幹 事：宮本 美智子 会 報：小林 健 

 

2022年 05月 27日        Vol. 59  No．23 

 

【 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 

我らの生業（演奏のみ） 

来客・来訪会員紹介 

なし 

歓迎歌 

なし 

お祝い 

なし 

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 23 2 0 1 96.15 92.3 

 欠席会員：岡本会員 

 

会長の時間 

先ずは、先日の山本会員と井口会員のお祝いゴルフコンペ、お疲れ様でした。皆様とワイワイ言い

ながらするゴルフ、とても楽しいです。下手ですが楽しいです。スコアは相変わらずですが、たまに

いいショットが飛ぶのでやめられません。次回の幹事は優勝の深澤会員とブービーの私で、この次は

幹事を免れるようにがんばりたいです。 

先週、地区研修協議会のクラブ管理運営の報告を途中からでしたが後半部分を紹介したので、この

時間を借りて、前半部分を紹介します。洲本クラブの中村アドバイザーのお話しです。 

次年度のテーマは「イマジン ロータリー」、RI次期会長ジェニファー・ジョーンズ氏は、 
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「想像してください、私たちはベストを尽くせることを、私たちは毎朝目が覚める時、その世界に変

化をもたらせると知っています。」と。 

ロータリーは毎年毎年、人が変わってそして新しい人がクラブのリーダーになっていく連続性をもっ

ています。ですから、クラブも地区も脈々と続いているわけですけれど、これはまるでジャズみたい

なものです。そのメロディーはクラブの特徴です。そして、会長によってはテンポが変わります。早

いテンポや遅いテンポ、そのメロディーを聞いただけでクラブのイメージができます。そのようなク

ラブ作りが大事ではないかとおっしゃっていました。 

会長と言うのは、出来が良くても悪くても、難があっても無くても各クラブでは大体順番に回って

くるものだと思いますが、クラブは見事にその会長をささえてその一年間を終わります。 

クラブ奉仕からこのクラブ管理運営の名前になって新しいのですが、なぜ名前が変わったのかと言

いますと全体を見渡すということでアメリカの軍などで良く使われています。私たち日本人は、管理

とか、長期計画だとか戦略だとかと言う言葉になじみがなく、ここは、国際的に考える力を付けるた

めに、そういう言葉をしっかりと身につける必要があるのではないかということです。 

管理運営委員会がその色んなすべての組織づくりの形を作っていって理事会で承認していくとい

う形になりますが、委員会で段取りしたクラブでの色んな事を委員会の皆様が勝手に動いてくれるよ

うなクラブ作りを目指して頂きたいと思います。 

クラブで孤独になっている人がいます。また、休みがちになっている人もいます。何かシグナルを

出しているのですから、そのシグナルに気付き、慰め、どこかの委員会に所属させて委員会活動をや

り、あなたのお陰でクラブが良くなったねとそういった雰囲気を作ってあげると、その方々はロータ

リーに入って良かったなと思うのではないでしょうか。 

 

幹事報告 

○ガバナー事務所より下記の書簡が届いております。 

1．危機管理セミナーのお知らせ 

2022年 6月 12日（日） 

2．2021-22年度地区大会 電子投票結果の報告 

○上郡町献血推進協議会より 3年度実施報告及び 4年度実施計画について 

2022年 10月 27日（木） 上郡町役場 

〇5月 20日の理事会報告 

1．例会時の国旗とロータリーマークの新調について。 

予算に余裕があるので新調する 

2．新入会員について 

新入希望者の各事業所に会長と増強委員長が訪問し、入会意思と会規則を説明、了承された 

ここに 2名の新入会員が誕生する事になった。 

谷口氏 6月加入予定  難波氏 7月～8月加入予定 

 3．5月 22日（日）に山本会員の 80歳（傘寿）並びに井口会員金婚記念お祝いゴルフコンペにつ

いて、親睦予算から 2万円拠出する 

 4．例会時外部講師について 

6月 3日（金）の例会で大澤会員のご主人がスピーチされる 
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各委員会報告 

なし 

 

審議事項 

特になし 

 

本日のプログラム 

≪地区協議会報告≫ 

職業奉仕委員会 池田会員（宮本幹事代読） 

分科会では、まず始めに、姫路 RCの安平和彦先生による「決議 23ー34」の講話がありました。 

その後、神戸須磨クラブの大内晋ニ氏の「ロータリーの職業奉仕とその基礎にあるもの」の講話が

ありました。 

近年、世界では職業奉仕理念の関心が薄くなってきており、日本の職業奉仕理念と少しかけ離れて

きております。日本のロータリーは、そのことに危機感を持っており、もう一度職業奉仕理念につ

いて考え直す時期に入っており、職業奉仕理念とは何か、理解されるようなセミナーを実施してほ

しいとお願いがありました。 

1月の職業奉仕月間の時に、講師をお招きして、職業奉仕理念を勉強したいと思います。 

 

社会奉仕委員会 辻会員 

社会奉仕とは 

ロータリアン一人一人の個人生活、事業生活、社会生活の奉仕の理念を実践することです。 

地区補助金 

地元のニーズや課題に応えた小規模な予算の奉仕プロジェクト、及び教育的プログラムを実践す

るためのものです。 

相生クラブは・・・地域に根づく子ども食堂を支援する（相生夕焼け食堂） 

龍野クラブは・・・共生社会の推進を目指す障碍者施設での演奏会（しそう自立の家） 

上郡クラブ・・・車いす、いす、ジェットタオル 等 

グローバル補助金 

思春期・青年期発達障害の現状・・・竹田先生 

 

プロバスクラブ小委員会 

世界各地のロータリークラブが社会奉仕事業の一環として退職者およびセミ退職者のために創っ

た親睦団体で、義務として強制されない社会奉仕体でもある。 

イギリスから始まり、日本では最初に当クラブが創りました。 

現在世界で 40万人、日本 2,700人 等 2680地区内 24クラブで 281人 

 

国際奉仕委員会 村山会員 

国際奉仕部門の分科会では、室津次期国際奉仕委員会アドバイザーから全体説明として、 

①グローバル補助金の資金調達、②重点分野の基本方針、③グローバル補助金の申請書のテンプレ

ート、④地域社会調査のフォーム、⑤人道的プロジェクトの説明がありました。 
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①グローバル補助金の資金調達については、補助金申請の概要、支給対象となるプロジェクト提出

書類等の説明でした。 

②重点分野の基本方針については、「平和構築と紛争予防」「疾病予防と治療」など最近の国際情勢

を反映した分野が含まれているほか、「基本的教育と識字率の向上」「地域社会の経済発展」など

も重点分野に含まれています。この中から、「疾病予防と治療」を例として取り上げ、目的と目

標の説明がなされました。 

⑤人道的プロジェクトの事例として、「縫製技術研修とミシンの贈呈」の説明がありました。フィ

リピンで実施され、代表提唱クラブが尼崎中クラブ、協同提唱クラブが神戸阪神間を中心に２３

クラブとなっているプロジェクトでした。協同提唱クラブには龍野クラブの名前もありました。 

次に、グローバル補助金についての概要、申請方法の説明、地区奨学金等の様々な奨学金について

の説明、そして VTT（職業研修チーム）についての説明がありました。 

全体を通して、補助金等の申請要領の説明でした。 

一度の説明では、なかなか理解できていませんが、少しずつ勉強していきたいと思いました。 

最後に世界大会の開催についてのお知らせがありました。ちなみに、世界大会は、来年 5 月 27 日

～31日にオーストラリアのメルボルンで開催されます。 

 

少年奉仕委員会 髙見会員（寺本会員代理出席） 

青少年奉仕で次期委員長の高見会員の代理で出席して参りました。印象的だったテーマについて一

つ紹介させていただきます。 

リーダーシップを発揮したい、自分の可能性を広げたい、世界を変えたい・・・。 

そんな考えを実現するための第一歩となるのが、「ロータリー青少年指導者養成プログラム（RYLA）」

です。 

 コミュニケーションや問題解決のスキルを磨く 

 学校や地元地域で活躍できるリーダーとなる方法を発見する 

 地元を動かすリーダーによる指導、意欲を高めるような講演、仲間との交流を通じた学び 

 自分の可能性を発見し、行動へとつなげる 

 楽しみながら、生涯続く友情を培う 

動画で瀬戸内の自然に囲まれた与島での実例を視聴して素晴らしい取り組みであると改めて感じ

た次第です。 

 

ロータリー財団委員会 岡田会員 

ロータリーで寄付の目標額を立てていますが、全地区未達の状況です。 

そこで、ロータリーポイントを個人に振替寄付する事で地区全員がポールハリスフェロー認証を取

り。地区としてもポールハリスフェロー認証を取るというものです。 

また、ロータリーダイナースカードに加入すれば、利用額の 3%が自動的に寄付されます。特に日

本は寄付の文化が低いと言われております。 

まずは、このように負担なくできる事もあるので全員で取り組みましょう。 

 

米山奨学委員会 小林会員 

先日の地区協議会での内容報告ではありますが、日本ロータリー独自の歴史ある事業であり、寄付
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事業といえども各クラブから「普通寄付」として会費の中から拠出され、安定的に運営されている

事業ですので、あらためて事業の概要をご説明させて頂き報告とさせていただきます。 

・1952年東京 RCが創設者である米山梅吉氏の名を冠した「米山基金」事業を構想 

“「平和日本を世界へ」日本の友人を増やし平和を実践する人材を育てる” 

救貧型奨学金ではなく“人材育成&先行投資型奨学金” 

・RI理事会で米山記念奨学事業が称賛される 

・国内最大級の奨学生数を誇る基金（学友会は国内 33、海外 9） 

・奨学金を受給して学びロータリアンになった元奨学生は世界で 257人、そのうち 3人が 

ガバナーに 

※今期年間寄付実績※ 

2 6 8 0 地 区 個 人 平 均： 普通寄付金 4,661円 特別寄付金：8,677円 

上郡佐用ロータリークラブ： 個人寄付金 4,000円 特別寄付金：  0円 

毎年 10月は米山月間となっております 

次年度は「ニコニコ・親睦」に加えてプラス 1,000円「米山寄付で」と書き添えて頂き、特別寄付

をよろしくお願い致します。 

 

ニコニコ箱・親睦箱 

朝来会長・・・例会に寄せて。 

宮本幹事・・・先日は息子の結婚お祝いを頂き有難うございました。 

本日は地区協報告宜しくお願いします。 

塚崎会員・・・愛妻誕生日、自祝。 

髙見会員・・・例会に寄せて。雨が上がってよかったです。今日も宜しくお願いします。 

江見会員・・・来週田植えのため、事前準備で少し忙しくなります。 

寺本会員・・・例会に寄せて。 

山本会員・・・先日のコンペ準優勝。自祝。 

深澤会員・・・先日のゴルフではめったにない事で有難うございました。 

こんな事は二度とないでしょう。 

大岩会員・・・先日のゴルフコンペ楽しかったです。辻さん、アサリ有難う。 

井口会員・・・日曜日のお祝いコンペではお世話になりました。 

大澤会員・・・例会に寄せて。 

岡田会員・・・事務所を姫路に移しました。頑張ります。 

村山会員・・・日曜日のゴルフコンペ、楽しくすることが出来ました。有難うございました。 

 

ニコニコ箱     ９，０００円 

親 睦 箱    １２，０００円 

合   計    ２１，０００円 

 

 


