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点鐘・ソング 

君が代・奉仕の理想 

来客・来訪会員紹介 

姫路西 RC 会長  三宅 敬 様 

幹事  島田 進一 様 

会員委員長  前田 洋 様 

記録委員長  小山 恵生 様 

歓迎歌 

たき火 

お祝い 

会員誕生日 結婚記念日 配偶者誕生日 

井口会員 池田・江見・辻会員 辻会員 

   

 

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(%) 

28 22 3 1 2 92.85 89.28 

 欠席会員：岡田会員・岡本会員 

https://kamigori.ri2680.org/
mailto:kamigori@gold.ocn.ne.jp
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会長の時間 

姫路西ロータリークラブの三宅会長様他の皆様、改めてお越しいただきありがとうございます。 

本日は月初めの例会のため、会員のお祝いなど、また年次総会もあり、プログラムが立て込んでお

ります。会員スピーチは女性会員の田村プログラム委員長にお願いしております。短い時間ですが、

有意義な意見交換が出来ればと思っております。当クラブは女性会員が 7名在籍しており、クラブ運

営を中心的に活躍していただいております。兵庫県の西の端の田舎の小さなクラブですが、例会の雰

囲気を味わっていただき、少しでもお役に立てればと思います。本日はよろしくお願いします。 

 

幹事報告 

〇ガバナー事務所より下記の案内が届いております。 

1．地区大会ご参加・ご登録のお願い 

2023年 3月 5日(日)  神戸ポートピアホテル 

2．2022-23年度 地区大会表彰等ご確認のお願い 

〇龍野 RCより例会変更のお知らせが届いております。 

〇龍野 RCより週報（No.3074～3084）をいただいております。 

〇相生 RCより週報（No.3082～3097）をいただいております。 

〇ロータリーの友事務所より、2021-22年度事業報告 

〇例会終了後理事会を開催しますので、理事の方は宜しくお願い致します。 

 

各委員会報告 

特になし 

 

審議事項 

特になし 

 

本日のプログラム 

≪年次総会開催≫ 

私、江見が議長を務めさせていただきます。クラブ細則第 5 条第 3 節により、会員総数の 3 分

の 1 の出席を満たしていますので、年次総会を有効とさせていただきます。議事は次年度の役員と

理事 の選考です。井口指名委員長宜しくお願いします。 

 

井口指名委員長 

2022年 11月 9日に委員会を開催しました。当クラブ細則第 3条第 1節の規定に基づき 2023-24

年度の役員及び理事を下記の通り指名しました。 

会長エレクト  髙見 一良  

会 長     石原 香澄  

幹 事     髙見 一良  

会 計     深澤 景弘 

理 事     寺本 英徳 

理 事     村山 実 



3 

 

理 事     大澤 直子 

理 事     岡田 正春 

理 事（副会長）辻  洋一郎  

（備考）年次総会において、全会一致で上記の役員及び理事が承認されました。 

 

 ≪会員スピーチ≫   上郡佐用クラブはどうやって女性会員を増やしてきたか   田村会員 

本日は、姫路西ロータリークラブの三宅会長他 3名の方が当クラブの例会においでくださいまし

た。ようこそ上郡佐用ロータリークラブへ、ありがとうございます。女性会員の多い当クラブの例

会に参加され、女性会員を増やす秘訣を参考にしたいとのことです。 

実は、私が会長をしていた時に姫路西ロータリークラブの例会にお邪魔したことがあります。そ

の時も、「なぜ上郡佐用ロータリークラブには女性会員が多いのか」といったことについてお話し

させていただいたと思います。ですので、本日も同じような話になるのではないかと思いますが、

よろしくお願いいたします。 

まずは、最初の女性会員を迎えた時のことです。私の入会前のことでしたので、その当時の事は

分からないのですが、最初に声をかけた会員は、女性に対して非常にオープンな考えをお持ちの方

で、またクラブの中でもムードメーカーのような方です。その方が丁寧に話しをされ、入会を勧め

られたのだと思います。また、その最初の女性会員の方も、大変真面目な方で、クラブに溶け込も

うと努力されたのだと思います。そして、何よりその方を迎え入れた他の会員の方々が、皆さん寛

容で温かい雰囲気で最初の女性会員を迎えられたということが何より良かったのだと思います。 

その後は、男性、女性を問わず、入会候補者の方に本当に積極的に声をかけ、面倒も見ておられ

る会員がいます。その会員の尽力が大変大きいということは、当クラブの会員みんなが認めている

ところです。私自身もその方に声を掛けていただき入会した次第です。 

私自身が入会した当時のことを振り返ってみると、ロータリークラブはハードルが高いと思って

いましたし、私みたいな者が入れるような会ではないと思っていました。ただ、私が入会した時は、

すでに女性も結構おられたので、その部分のハードルは無かったと思います。 

当時は、仕事を何とか上手くもっていきたいと思っていた時期だったので、ロータリークラブに

入れば、人脈も広がり、仕事にもプラスになるかなと思っていたことは事実です。 

実際に入会してみて感動したことは、大きな会社の社長さんや有名なお医者さんなどなど、とて

も私が付き合えるような方ではないと思っていた方たちが、本当に気さくに平等に扱ってくださっ

たことです。 

後から知ったことなのですが、ロータリークラブは会員である以上、男性も女性も、年配の方も

若い方も、みんな対等なんだということです。考えると、そのことが世の中の人にはあまり理解さ

れていないのではないかと思います。それも、表面上の言葉だけで平等と言っているのではなく、

実際にいろんな場面で、みんなが平等に協力して活動しているということが、入ってみないと分か

らない感覚だと思います。ですので、それを外に対してアピールしていったほうがいいように思い

ます。 

私がロータリークラブに入会し、女性会員として今感じていることは、ロータリークラブには、

女性同士の集まりのいやらしさが無いということです。一般の女性の集まりだと、噂話やねたみ、

やっかみみたいな話が必ずといって出てきます。というか、場合によってはそれがメインの話題に

なってしまいます。でも、ロータリークラブの女性会員にはそれがありません。もしかしたら、多
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少はあるのかもしれませんが、表には出てきません。それは、ロータリークラブが単なる仲良しク

ラブではなく、奉仕活動などの社会活動を行うことが目的となっているからだと思います。 

コロナの影響でしばらく開催できていませんが、当クラブの女性会員だけで時々女子会を開いて

います。その席でも、人の噂話などは、ほとんど出てきません。ですので、世の中で孤独に頑張っ

ている女性経営者にとっては、逆にロータリークラブは居心地のいい場所なのではないかと感じて

います。 

兵庫県の田舎の上郡や佐用でこれだけの女性経営者が集まってきているわけです。姫路であれば、

女性経営者はたくさんおられると思います。数えたことはないので正確には知らないのですが、少

なくとも、私と同じ女性の社会保険労務士は姫路に 100人ぐらいはいるはずです。姫路西ロータリ

ークラブの会員の皆様の会社の顧問社労士にも、きっと女性がいるのではないでしょうか。そうい

った方に、ロータリークラブはみんな平等で、みんなが一経営者として話し合い、成長していける

場所だと声をかけていかれたらいかがでしょうか。 

私個人の話になりますが、社労士会という同業者同士の集まりには、重鎮の先生がいたり、派閥

があったり、よく分からない力関係が働いていたりします。ですので、何となく本気で楽しめない

ため、社労士会の集まりにはあまり参加していません。知識を得るための勉強会は別ですが、今は、

社労士会の集まりよりロータリークラブの集まりの方が楽しいし、自分自身のためになっている気

がしています。 

世の中にはそんなことを感じている女性経営者も結構いるのではないかと思います。ですので、

まずはクラブをあげてウェルカムという空気を作って、声をかけ、何回か例会に見学に来てもらう、

そんなところから始めていかれたらいいのではないかと思います。 

まとまりのない話になりましたが、以上で私のスピーチとさせていただきます。ありがとうござ

いました。 

 

ニコニコ箱・親睦箱 

姫路西 RC三宅会長・・・今日はお世話になります。 

姫路西 RC島田幹事・・・よろしくお願いします。 

姫路西 RC小山会員・・・お世話になります。 

姫路西 RC前田会員・・・お世話になります 

江見会長・・・姫路西 RC の皆様、本日はようこそお越し頂きありがとうございます。 

石原幹事・・・はや師走、なんかあせるわ～。 

井口会員・・・姫路西 RC の皆様をお迎えして。 

誕生日自祝、箸蔵さん前回の例会お世話になりました。 

池田会員・・・結婚記念日自祝。たくさんのお客様をお迎えして、よろしくお願いします。 

大岩会員・・・姫路西 RC より多くのお客様をお迎えして。楽しんで下さい。 

西播 RCゴルフコンペ優勝嬉しい、山本さんごめんね。 

三浦会員・・・たくさんのお客様をお迎えして 

村山会員・・・姫路西 RC の皆様ようこそ。本日は宜しくお願いします  

小林会員・・・姫路西 RC の皆様をお迎えして、いらっしゃいませ！早退で申し訳ありません。 

半田会員・・・姫路西 RC の皆様をお迎えして。 

朝来会員・・・姫路西 RC の皆様をお迎えして、サッカー日本代表予選突破！ブラボー。 
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箸蔵会員・・・23日に檀家の方を京都にお連れしました。真如堂の紅葉は良い色が出ていました。 

深澤会員・・・姫路西 RC の皆様良くお越し下さいました。 

田村会員・・・姫路西 RC の皆様をお迎えして、どうぞ宜しくお願いします。 

辻 会員・・・色々と自祝。 

名田会員・・・姫路西 RC の皆様をお迎えして。 

宮本会員・・・姫路西 RC の皆様、ようこそおいで下さいました。 

ワールドカップ、日本がスペインに勝利する日が来るなんて！ 

高見会員・・・姫路西 RC の皆様をお迎えして。 

サッカー日本代表すごかったです、次も勝って下さい。 

寺本会員・・・姫路西 RC よりお客様をお迎えして、本日は宜しくお願いします。 

山本会員・・・姫路西 RC の皆様をお迎えして。 

 

                        ニコニコ箱     １９，０００円 

親 睦 箱     ２０，０００円 

合   計     ３９，０００円 

 

 


