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欠席会員：髙見会員
会長の時間
先週お話しした Google 創業者ラリー・ペイジ氏は、ほぼメディアから姿を消していますが、この
イベントにだけは参加をしているといわれています。
「バーニング・マン」
米北西部の人里離れたブラックロック砂漠で年に一度一週間にわたって開催されます。
各参加者は何もない平原に街を作り上げ、新たに出会った隣人たちと共同生活を営み、そこで自分を
表現しながら生き抜き、そして一週間後すべてを無に還す。
バーニング・マンという名称は最終日の深夜、街の象徴として場の中心に立ち続けていた人型の巨大
造形物「ザ・マン」（The Man）に火を放ち（burn）それを完全に焼却することに由来します。
会場は地形上外部世界からほぼ遮断されていて、電気・水道・電話などの生活基盤は整備されておら
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ずテレビ・ラジオ放送、携帯電話さえも圏外だそうです。
主催者側が用意するのは、自然環境保護のため必要な多数の仮設トイレと食料の鮮度を維持するため
の氷のみなので、参加者たち（バーナーと呼びます）は、水、食料、衣類、住居、燃料など生存のた
め必要とするもの全てを自らの責任において事前に準備しなければなりません。
自らの手で設営したテント等を家とし他者と出会い新規に友人を作り、交遊し問題を解決しコミュニ
ティーを形成します。
そしてここでは貨幣経済や商行為は明確に禁止（物々交換や、物とサービスの交換も禁止）されてい
て、見返りを求めない「贈り物経済」（Gift economy）によって共同体を成立させなければならない
という厳格なルールがあります。
最終的にもっとも多く与えた者が最も多くの利益を得るといわれています。
この様に、全くロータリー精神“He profits most who serves best”を具現化している、いわば信
用経済の先駆的なフェスといえますし、ここに集う人々は人間のコミュニティーに対する感度が非常
に高いと評されているとのことです。
Google は登録後即座に 1GB の容量を無料で配って後発の G メールを一気に世界標準にしましたし、
前にお話しした光本氏は買取った商品の画像をアップした瞬間に代金を振り込んで「CASH」という
アプリを一気にメジャーに育てました。
貨幣経済からキャッシュレスへ一気に変革しようとしている今、「超我の奉仕」の精神を一定のリス
クを負いながらも「信用経済」の理念に昇華させ、アイディアを行動に移す事がビジネスチャンスを
掴む近道になっているのではないでしょうか。
幹事報告
○ガバナー事務所より、2019～20 年度 第 2680 地区タイ王国・ムロンドソンクロ高校生来日ツアー
交流会の案内が届いております。
2019 年 10 月 14 日（月・体育の日）
○当グループ・大西ガバナー補佐より、第 2 回会長幹事会の案内が届いております。
2019 年 10 月 8 日（火） 19:00 より

相生ステーションホテル・アネックス

○相生 RC より例会変更のお知らせが届いております。
2019 年 10 月 9 日（水）→
10 月 30 日（水）→

10 日（木）18:00 より
休会

○相生 RC より週報（No.2989～2996）をいただいております。
○赤穂 RC より週報（No.3204～3211）をいただいております。
○龍野 RC より週報（No.2961～2968）をいただいております。
○ロータリー米山記念奨学会より 10 月米山月間資料が届いております。
○佐用郡美術展運営委員長より美術展における賞の授与についての書簡が届いております。
2019 年 11 月 17 日（日）14:00 より

さよう文化情報センター

○ボーイスカウト上郡第 1 団より「赤い羽根共同募金活動」の協力お願い並びに活動補助金申請書（10
万円）が届いています。
募金活動

日時：2019 年 10 月 6 日（日）9:00～
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上郡役場・駐車場集合

各委員会報告
青少年奉仕委員会
上郡ボーイスカウトとの赤い羽根共同募金活動が、10 月 6 日（日）に実施されます。ご都合のつ
く方はご協力宜しくお願い致します。
社会奉仕委員会
本日、交通安全推進事業として交通立ち番を行いました。学童や生徒が安全に登校できるように見
守りました。ご協力の会員の皆様ありがとうございました。
審議事項
特になし
本日のプログラム
≪公式訪問事前クラブアッセンブリー≫
西播第２グループ大西ガバナー補佐挨拶
今日は浅木ガバナーの公式訪問に当たりましての事前のクラブ協議会という事で、後ほど各五大
奉仕委員長さんにそれぞれ本年度の方針なり、抱負を述べて頂く事になっ
ております。この西播第 2 グループで言いますと、9 月 5 日（木）に赤穂
クラブの公式訪問を終え、そして又、18 日（水）には相生クラブの公式
訪問を終えました。昨日は確か、三田南クラブの公式訪問という事で、現
在 71 クラブ中、38 クラブ目を精力的に回っておられまして現在、約半分
のクラブを訪問しており、大変だなあと思っております。
今日は事前アッセンブリーという事で、後程講評をさせて頂きますが、前
もって事務局より報告書を頂いておりますので、合せて参考にしたいと思います。
本日は宜しくお願い致します。
下記各委員長、公式訪問報告書の通り発表されました。（内容については省略）
クラブ管理運営委員会

寺本委員長

職業奉仕委員会

宮本委員長

社会奉仕委員会

大岩委員長

国際奉仕委員会

江見委員長

青少年奉仕委員会

小谷副委員長（代読）

大西ガバナー補佐

講評

ただ今、発表されました五大奉仕の各委員長さんにはご苦労様でした。それぞれの委員会では、
しっかりとした数多くの事業計画を立てておられています。
浅木ガバナーはロータリーに対して非常に熱心な方であり、又、穏やかな方でもありまして、あ
る意味、ホッとしております。とは言いましてもいろんな目標を持っておられまして、例えば会
員増強については、各クラブ純増 1 名という事で当地区には 71 クラブがありますので、地区全
体では 71 人の増加となります。又、My ROTARY の登録率を、地区平均 61.06％から 70％にす
るという事であります。
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会員増強

・クラブの最重要課題として、会長・幹事・拡大委員長だけでなく、全員の問題と
してとらえてほしい。

地域連携

・地域清掃活動の実施（河川、海岸）
・スポーツイベントの開催（青少年育成）
・一般参加の可能な講演会の開催

地区補助金

・子供食堂への支援
・豪雨災害後の通学路復旧作業
特に予算の出にくい所（裏道などは意外に復旧されていない）
・音響式信号機の寄贈
・市街地へのカメラ設置（防犯カメラ等）

先日、上郡佐用クラブさんより届きました 2019～2020 年度の事前報告書を拝見させて頂き、又、
本日、各委員長さんよりの報告を聞かせて頂きました。
特に社会奉仕、そして青少年奉仕委員会におかれましては、数多くの事業への協賛、参加、支援
と大変ですが、ロータリーとしての「地域連携」を続けてください。
全体的に大変すばらしい活動をされており、何も申し上げることはございませんし、改めて上郡
佐用クラブさんはまとまったクラブとして今後共にご活躍下さい。
以上、これをもちまして上郡佐用クラブさんの事前協議会、クラブアッセンブリーを終了させて
頂きます。
本年度、小林会長の元、最良の一年であります事を心より祈念申し上げまして、本日の講評とさ
せて頂きます。ありがとうございました。
ニコニコ箱・親睦箱
当グループ大西ガバナー補佐・・・本日のクラブ協議会宜しくお願い致します。
小林会長・・・大西ガバナー補佐をお迎えして。
堤

幹事・・・大西ガバナー補佐をお迎えして、宜しくお願い致します。

池田会員・・・大西ガバナー補佐をお迎えして、本日は宜しくお願い致します。
塚崎会員・・・大西ガバナー補佐をお迎えして。
半田会員・・・大西ガバナー補佐をお迎えして、本日は宜しくお願い致します。
辻

会員・・・大西ガバナー補佐をお迎えして。

宮本会員・・・大西ガバナー補佐をお迎えして、本日は宜しくお願い致します。
石原会員・・・車のエアコンをオートにしていたら、足元に暖房が入る朝。
大岩会員・・・大西ガバナー補佐をお迎えして。本日の交通立ち番有難うございました。
朝来会員・・・大西ガバナー補佐をお迎えして、本日は宜しくお願い致します。
江見会員・・・大西ガバナー補佐をお迎えして。
深澤会員・・・ガバナー補佐１年間ご苦労様です。本日は宜しくご指導お願いします。
交通立ち番お疲れ様でした。
寺本会員・・・大西ガバナー補佐をお迎えして、本日は宜しくお願い致します。
小谷会員・・・大西ガバナー補佐をお迎えして、本日は宜しくお願い致します。
昨日、本免許合格です。
柳原会員・・・大西ガバナー補佐をお迎えして。
4

三浦会員・・・大西ガバナー補佐をお迎えして、本日は宜しくお願い致します。
大澤会員・・・大西ガバナー補佐をお迎えして。
谷脇会員・・・大西ガバナー補佐をお迎えして。
ニコニコ箱

１９，０００円

親

箱

１２，０００円

計

３１，０００円

合
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睦

