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旧幹事へ記念品進呈

出席報告
会員数
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前々回修正出席率(%)
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0

0
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欠席会員：なし
会長の時間
新年度初例会です！みなさまこんにちは。本年度クラブの会長を務めさせて頂く事になりました小
林です。まずは、前年度の会長、幹事、各委員長のみなさま、あらためてお疲れ様でした。そして、
堤幹事をはじめ、本年度の理事・各委員長を快諾いただいた会員のみなさまに心より感謝を申し上げ
ます。
私は 2007 年 10 月に入会させて頂きましたので、おおよそ 12 年目 になります。私より後に入会
されました谷脇会員、池田会員、井口会員、田村会員が会長職をまっとうされた中、満を持して？こ
の度私の出番となったわけであります。
思えば、私が幹事の時の大澤年度から、5 期連続で女性が会長を務められました。わが上郡佐用ロー
タリークラブは、日本全国のロータリークラブの中でもある意味、時代の先頭を走るクラブなのかも
しれませんね。久々の男性会長が、若輩者の私という事でプレッシャーを感じずにはいられません
が・・・。
小学校の頃から「〇〇委員長」とか「○○会長」というオファーをことごとく避け、かつ見事に逃げ
切ってきた私です。でも、さすがに歳も 45 になりましたので、図らずも務めている現職「株式会社
小林モータース社長」という肩書に対する自己肯定感を構築する一年間にしようと覚悟を決めました。
ただし、ご承知の通り、月に一回は必ず本業業界の組合例会と重なってしまいます。自社の社員に協
力してもらいながら、先方の代理出席を挟みつつ、それでも人員の都合がつかない時にはお休みをさ
せて頂く事もあるかと思います。何卒ご容赦下さい。その際の代理スピーチ等、寺本副会長にはご迷
惑をおかけする事も多くなるかと思いますが、よろしくお願い致します。
前年度は、最後に故森会員が生涯ロータリアンを全うされ、今年度は 22 名のスタートとなりまし
たが、早速本日は、オブザーバーとしてお客様にお越しいただいておりますし、次週には待望の新入
会員である高見様をお迎えする事が決定しております。
みなさまのおかげで、よい船出を迎えられたと感謝致しております。本当に不勉強ですので、自身で
勉強もしつつ、みなさまに教えを乞いながらのクラブ運営になるかと思いますが、一年間何卒よろし
くお願い申し上げます。
幹事報告
○2018-19 年度矢野ガバナーより下記の案内が届いております。
①会員増強アンケートのお願い
②欠席のメーキャップの期間について
③2019 年度規定審議会

クラブと地区に関連する重要な変更

○ガバナー事務所より前期地区資金等振込要請が届いております。
○日本のロータリー100 周年実行委員会より記念ピンバッジ頒布についての協力依頼。
○RI 第 2580 地区ガバナー事務所より第 18 回ロータリー全国囲碁大会の案内が届いております。
○西播第 2 グループ 大西ガバナー補佐より第 1 回会長、幹事会の案内が届いております。
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日時：2019 年 7 月 27 日（土）

18:00～

場所：相生ステーションホテル アネックス
○龍野 RC より創立 60 周年記念誌、明石西 RC より創立 55 周年記念誌をいただいております。
○ボーイスカウト上郡第 1 団より千種川清掃奉仕作業の協力依頼が届いております。
2019 年 7 月 21 日（日）

9:00～

上郡町役場駐車場集合

○佐用町犯罪のない明るいまちづくり町民のつどい推進委員会より町民のつどいの開催案内が届い
ております。
日時：2019 年 7 月 26 日（金）13:00～
場所：さよう文化情報センター
○新年度になりましたので前期会費の納入をお願いいたします。
○前年度の会員名簿及び連絡網を添付していますので訂正等あればご記入ください。
○例会終了後、理事会を開催しますので理事の方はお残り下さい。
各委員会報告
プログラム委員会
皆さんにプログラムを配布しております。あくまで今現在の予定ですので、変更があると思います
が、その都度お知らせしたいと思います。
青少年奉仕委員会
幹事報告でもありましたが、7 月 21 日（日）にボーイスカウト上郡第一団との千種川清掃奉仕作
業が実施されます。ご協力宜しくお願い致します。
親睦活動委員会
12 月 21 日（土）にクリスマス例会を予定しています。場所は佐用町の G-Style カントリー倶楽部
です。ご予定宜しくお願い致します。
審議事項
特になし
本日のプログラム
≪クラブアッセンブリー≫

本年度の活動方針

小林健会長
今年度は RI のマーク・ダニエル・マローニー会長のもと
「ロータリーは世界をつなぐ」ROTARY CONNECTS THE WORLD
・職業分類のあり方を変え、新しい形のクラブを創設し退会防止につなげる。
・ロータリー活動と家族との時間が競合せず、互いに補完し合うような文化を構築する。
・ロータリーリーダーと仕事の共存
・長年にわたる国連とのパートナーシップを重視し活用する。
そして今年度地区として浅木幸雄ガバナーのもと、
地域社会をつなぎ(Connect)、多様性に富んだ会員組織へ変革する(Transform)
というテーマが掲げられています。
以下、地区優先事項に照らし合わせる形でクラブの運営方針を発表します。
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・会長の時間をたいせつに
毎例会での会長スピーチの時間を、職業人としての一週間 PDCA サイクル起点と位置づけてみては
と考えました・・・義務感ではなく自身の成長の糧として、積極的に取り組む姿勢を持ち続ける事
によって、会員のみなさまにとっても、有益で興味を持っていただける話題を提供できると考えて
おります。
・RI テーマおよびロータリーの目標達成を目指す
浅木ガバナーは、今年度 RI の理事会決定方針にできるだけ整合させる観点から、地区各委員会の
構成変更をされていますが、日本のロータリーにおける職業奉仕の概念の重要性を鑑み、地区研修
委員会の中に職業奉仕部門について、その理念を研究する専門小委員会を設けるという独自の工夫
をされています。
当クラブの行動規範にも“事業において高潔さと高い倫理基準をもって行動する”あるいは“取引
すべてにおいて公正に努め、相手とその職業に対して尊重の念をもって接する”という文言がある
様に、実務世代により近いロータリアンほど、職業奉仕の考え方が、自身の精神的支柱になりえる
のではないでしょうか。
また、先の RI 会長の行動指針中には「ロータリーリーダーと仕事の共存」とあります。
あくまで職業人として、本業を中心とする中でのロータリー活動やその精神性を持ち続けるという
スタンスで会長職に臨みたいと考えています。
・女性会員・若い会員を増強し、多様な人びとをロータリーでつなぐ
会員増強の目標として、クラブ純増最低 1 名、しかも多様な社会的背景を持つ人材をお迎えしたい
と考えています。
ところで、前年度からの課題でもあります“クラブ戦略計画委員会を設置し、長期的な視野に基づ
いたクラブのビジョン大枠を立案する”件に関連して、組織が少人数ですから別委員会をつくるの
は非効率かと思いますので、新入会員も含めて理事会へのオブザーバー参加を広く呼びかけ、研修
の意味合いも兼ねて多様な立場からクラブの将来像を議論する場としていきたいと考えています。
・公共イメージと認知度の向上を図り、地域社会とロータリーをつなぐ
昨年度は、谷脇前社会奉仕委員長のもと、あらたに「佐用マラソン＆ウォーク」に飲み物の協力を
通じてロータリー活動アピールをしました。
今年度も、今までの継続行事であるプロバスクラブの方々との交流や献血のお手伝い、千種川沿い
清掃作業、交通立番、ソフトテニス大会主催等を実施しつつ、大岩社会奉仕委員長が新たに「手作
り演劇の慰問公演」を立案され、すでに事業が動き出しています。みなさま大変お忙しいかとは思
いますが、ロータリー知名度向上の為、積極的なご参加をよろしくお願い致します。
・My ROTARY を通じてロータリー情報を取得・発信することにより世界をつなぐ
現時点で、われわれクラブの My ROTARY 登録率は 63.64％ですが、できるだけ早期に 100％を目
指します。
オペレーション的には、有効なＥメールアドレスと正確な英語表記の会員名スペル情報が手元にあ
ればすぐに完了する事ができますので、ぜひご協力をよろしくお願い申し上げると共に、一度全会
員で My ROTARY のページをスクリーン投影しながら、じっくり観る機会を設けたいとも考えて
おります。関連して、事務局の負担軽減の意味合いもあり、今年度より会員スピーチや報告の内容
提供を紙ベースではなく 100％データ提供でお願い致します。
全員で協力をして最低限の IT 化を推進しましょう！
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堤幹事
小林会長のもとで本年度幹事を務めさせていただきます。活動に際し、地区大会でのお話および
先輩会員のアドバイスをいただき、小林会長の支えになれるように努力していきます。わからない
ことが多く、皆様にご迷惑をおかけすることが多いと思いますが、どうぞよろしくお願いいたしま
す。
「今年度の活動方針」
・小林会長とコミュニケーションを取り会長の手足となり、会長を汚さないようにする。
・楽しい例会づくりを心がける。
・関係委員会と連携しクラブをサポートする。
・クラブの活性化と多様化を図る。
・My Rotary への登録向上の推進を図る。
・理事会、各委員会との協議や決定事項などを速やかに各委員会に報告する。
・クラブの柔軟性について検討する。
・事務局と連絡を密にする。
以上となります。
今年度の RＩ会長テーマに「ロータリーは世界をつなぐ」女性会員、若い会員増強、公共イメージ
と認知度の向上を図る、地域社会とロータリーをつなぐ！
この「つなぐ！」のお手伝いが、どこまでできるか分かりませんが精一杯努力してまいります。
皆様のご理解とご協力のもとクラブ運営を進めてまいります。１年間ご支援ご指導をよろしくお願
いいたします。
ニコニコ箱・親睦箱
小林会長・・・新年度初例会に寄せて。１年間ご迷惑をお掛けしますが宜しくお願い致します。
堤

幹事・・・新年度が始まりました。皆様宜しくお願い致します。

田村会員・・・皆様、１年間大変お世話になり有難うございました。小林会長、堤幹事、今年１年
宜しくお願いします。平谷様ようこそいらっしゃいました。
塚崎会員・・・小林年度のスタートを祝して。誕生日自祝。
深澤会員・・・新年度初例会を祝して。誕生日自祝。
大澤会員・・・小林年度を祝し、会長幹事役員の皆様お世話になります。平谷様をお迎えして。
夫誕生日自祝。
辻

会員・・・新年度を迎えて。ゴルフコンペ準優勝

自祝。

柳原会員・・・来週は兵庫県中古農機展示会があるので欠席します。
朝来会員・・・新年度、小林会長・堤幹事・役員の皆様宜しくお願いします。
山本会員・・・新年度が始まりました。皆さんよろしくね。
大岩会員・・・小林年度を祝して。本年度宜しくお願い致します
江見会員・・・新年度小林会長、堤幹事、各委員長の皆様宜しくお願いします。
石原会員・・・新年度宜しくお願い致します。
宮本会員・・・新年度初例会に寄せて。小林会長、堤幹事宜しくお願い申し上げます。
平谷様ようこそおいで下さいました。
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箸蔵会員・・・小林丸の船出を祝して。平谷さん、ようこそ。気軽にお過ごし下さい。
池田会員・・・新年度が始まりました。小林会長、堤幹事１年間宜しくお願い致します。
田村会員、朝来会員お疲れ様でした。平谷様をお迎えして。
三浦会員・・・新年度を迎えて。ホームページ更新しました。ご覧ください。
井口会員・・・新年度を祝して。小林会長、堤幹事お世話になります。
寺本会員・・・小林会長、堤幹事、新役員の皆さんよろしくお願いします。お客様をお迎えして。
半田会員・・・小林年度を祝して。宜しくお願いします。
谷脇会員・・・例会に寄せて。１年間宜しくお願いします。
ニコニコ箱

１３，０００円

親

箱

１８，０００円

計

３１，０００円

合
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睦

