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来客・来訪会員紹介

大澤会員

西播第 2 グループ大西ガバナー補佐
相生 RC・阿賀 IM 実行委員長
盛本牧場・盛本和喜様
歓迎歌
どんぐりころころ

出席報告
会員数
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前々回修正出席率(%)
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22

1

0

0

100
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欠席会員：なし
会長の時間
はじめに、みなさまのマイ・ロータリーに登録済みアドレスへ審議会業務課より「ロータリアンの
皆さまへ」のタイトルでメール配信されているかと思われますが、公式な組織規定文書を含む 2019
年手続要覧が発行された旨のお知らせです。
PDF のダウンロード URL は下記の通りですが、まだ英語版なのです。
https://my.rotary.org/en/document/manual-procedure-035
日本語版は 10 月末に利用可能となるそうですのでよろしくお願い致します。
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本日は先週に引き続き西播第 2 グループガバナー補佐の大西会員と今年度の IM 委員長の阿賀会員
にもお越し頂いておりまして IM についてお話し頂く予定ですし、外部スピーカーとして盛本様にも
たっぷりとご講話いただきますので会長スピーチは手短に終わりたいと思います。
今月からついに消費税が増税されました。ご存知のとおり同時に軽減税率制度も始まったわけです
が・・・ここで「軽減税率クイズ」！

～どっちが 8％でどっちが 10％？～

「オロナミン C」と「リポビタン D」
「本みりん」と「みりん風調味料」
「映画館の売店でコーラを買って席で飲む」と「カラオケの個室でコーラを頼む」
「ビックリマンチョコ」と「プロ野球チップス」
遊園地でアイスを買って
「店の前のイスに座って食べる」のと「アトラクションのベンチ前に座って食べる」
姫路駅のホームで
「駅弁を買ってすぐに車内で食べる」のと「駅そばを立ち食いでかきこむ」
正解は来週です。
幹事報告
○10 月の会場当番は、大岩会員、大澤会員、塚崎会員、三浦会員、宮本会員、髙見会員です。ご協力
宜しくお願い致します。
○クリスマス例会の出欠表を回覧していますので、ご記入お願いします。
○本日は第 1 例会ですが、理事会は次週開催させて頂きます。ご了承お願いします。
各委員会報告
青少年奉仕委員会
先週もご依頼しましたが、6 日の日曜日上郡ボーイスカウトとの赤い羽根共同募金活動が実施され
ます。朝 9 時から、役場集合です。ご都合のつく方はご協力宜しくお願いします。
審議事項
特になし
IM 登録と参加依頼の挨拶
大西ガバナー補佐
今日はちょっと早いですが、11 月 2 日（土）相生ラビーナに於きまして開催されます「西播第 2
グループ IM」の PR に訪問させて頂きました。そして、本日は、その IM の阿賀実行委員長も同席
しておりますので後程ご挨拶を頂きます。
本年度の IM は、フォーラム形式という事で、西播第 2 グループ内の各市長、町長を招いてのパネ
ルディスカッションを行います。テーマにつきましては、「町の魅力と地域創生

ロータリーの果

たす役割」という事で、大いに語り合いたいと思っております。
又、各市長、町長の皆さんも大変お忙しい中ではありますが、ロータリーの呼び掛けに是非とも出
席との事でありました。これも平素、ロータリアンとしての地域でのご活躍とその影響が認められ
ているものと確信しております。又、上郡の遠山町長そして佐用の庵逧町長におかれましても喜ん
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で出席するとの事でしたし、現在の所、全員の出席を頂いておりますので、楽しみにしております。
又、この 2680 地区内に 13 グループがある中の IM 一番手が、この西播第 2 グループであります。
最後になりますが、相生クラブが全員でもって万全を期して取り組んでおりますので、どうかご期
待の上、皆様の全員登録と参加を宜しくお願い申し上げまして、私からの IM の PR とさせて頂き
ます。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。
阿賀 IM 実行委員長
今日は西播第 2 グループの IM としてお伺いさせて頂きました。先程、大西ガバナー補佐が詳細
を話されましたので、私は簡単にお話いたします。3 部構成になっておりまして、1 部が開会式、2
部が西播磨創生フォーラムという事で各クラブから 1 名発表して頂きます。3 部が相生ラヴィーナ
での懇親会です。アトラクションには音大の女子大生をお願いしております。皆さん是非ご参加宜
しくお願い致します。
本日のプログラム
≪ゲストスピーカー≫

「神戸ビーフを輸出する時代は必ず来ると確信していた」
もりもと

盛本牧場

繁殖者・肥育者・家畜人工授精師

盛本和喜様

私は盛本牧場を経営しています。兵庫県では数少ない、自ら人工授精を行い、繁殖から肥育を一
貫で行っています。
「優秀な成績を出した母牛から生まれた姉妹のメス牛を
次の母牛としていく。そうすることで優秀な血を次の世代へ繋げることが
できる。」そう、私は考えています。盛本牧場では子牛は生後 5 か月までを
母牛と共に過ごし、変わらない環境のまま大きくなっていきます。きれい
な牛舎で母牛と共に育つ子牛は、ストレスとは無縁のようでとても伸び伸
びと育ちます。
私が牧場を継いだのは 40 歳の時です。24 歳から精肉店を営んでいまし
たが、父の他界を機に父の行っていた牧場事業を引き継ぎました。当時は
九州の牛を肥育していましたが、
「兵庫県なら神戸ビーフを」との思いが強
くなり、周囲の反対を押し切って但馬牛の肥育を開始しました。また、
「肥育だけではなく繁殖も」
と思い立ち、すぐに家畜人工授精師の免許を取得しました。徐々に、九州牛を但馬牛に切り替えて
いくと共に、但馬牛の繁殖事業も開始しました。「こんなにおいしい神戸ビーフは、絶対に海外で
も必要とされる。神戸ビーフが大々的に輸出させる時代が必ず来る！」その予感は大いに当たり、
2012 年のマカオへの輸出を皮切りに、世界各国への神戸ビーフの輸出が開始。お蔭様で今も需要
が増え続けています。現在、盛本牧場では 100 頭の繁殖、200 頭の肥育を行っています。肥育して
いる牛達の状態を管理すると共に、出産を控えた母牛、産まれたばかりの子牛の世話をしていくの
は並大抵の事ではありません。それでも、楽しく仕事をしながら「世界へ目を向けた仕事へシフト
していきたい」と思っています。
ニコニコ箱・親睦箱
大西ガバナー補佐・・・今日は IM の PR に伺いました。皆様のご参加を宜しくお願い致します。
阿賀 IM 実行委員長・・・今日は IM の実行委員長として PR に参りました。宜しくお願い致します。
小林会長・・・大西ガバナー補佐、阿賀 IM 委員長をお迎えして。盛本様宜しくお願い致します。
堤

幹事・・・大西ガバナー補佐、阿賀 IM 委員長、お客様盛本様をお迎えして。
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大澤会員・・・お客様をお迎えして。結婚祝い自祝。
辻

会員・・・多数のお客様をお迎えして。

井口会員・・・ガバナー補佐、阿賀委員長、盛本様をお迎えして。
盛本さん、お忙しい中お越し下さり有難うございます。
朝来会員・・・多数のお客様をお迎えして宜しくお願いします。消費税、軽減税率ややこしいです。
柳原会員・・・我家は今晩から取れ立ての新米になります。
江見会員・・・大西ガバナー補佐、阿賀委員長をお迎えして。盛本様卓話宜しくお願いします。
山本会員・・・大西ガバナー補佐、阿賀委員長、本日のスピーカー盛本様をお迎えして。
半田会員・・・大西ガバナー補佐、阿賀委員長、盛本様をお迎えして。
小谷会員・・・大西ガバナー補佐、阿賀委員長をお迎えして。盛本様宜しくお願い致します。
田村会員・・・久し振りの例会です。多数のお客様をお迎えして。
盛本さん、今日は宜しくお願いします。
塚崎会員・・・先日息子の小学校の運動会で祖父母の競技の玉入れに出場しました。違和感は、
ありませんでした。大西ガバナー補佐、阿賀委員長、盛本様をお迎えして。
大岩会員・・・多数のお客様をお迎えして。宜しくお願いします。
宮本会員・・・大西ガバナー補佐、阿賀 IM 委員長、ようこそおいでいただきました。
盛本様今日は楽しみにしております、宜しくお願い致します。
池田会員・・・多数のお客様をお迎えして。本日は宜しくお願い致します。
寺本会員・・・大西ガバナー補佐、阿賀様をお迎えして。盛本さん、スピーチ楽しみにしています。
三浦会員・・・盛本さん、本日はお世話になります。
大西ガバナー補佐、阿賀 IM 委員長をお迎えして。
深澤会員・・・お客様いらっしゃい。大西ガバナー補佐、阿賀様ご苦労様です。
盛本様お世話になります。
髙見会員・・・お客様をお迎えして。今日も宜しくお願いします。
谷脇会員・・・ようこそ、大西ガバナー補佐、阿賀委員長。盛本様宜しくお願いします。
ニコニコ箱
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