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会長の時間
本日はガバナー公式訪問です。国際ロータリー第 2680 地区当年度ガバナー浅木様、随行員の神戸
ロータリークラブ岡崎様、また、西播第二グループ当年度ガバナー補佐大西様、本日は誠にありがと
うございます。浅木ガバナーと岡崎様には会長幹事との事前懇談会におきまして、お話しを十分に聞
かせて頂く事ができました。ガバナーは非常に温厚なお人柄で、当地区内のクラブや RI に対する熱
い思いがあふれており、大変勉強になりました。
さて、先週末の台風 19 号の被害は大変広範囲にわたり、一週間近く経過してようやく被害の全貌
が見えてきたように思いますが、一連の報道をみていますと、どうしても 10 年前の兵庫県北西部大
水害を思いだします。
月曜日に、ある政治家が「今回の被害はまずまずで収まった」と言う趣旨の発言をしました。（撤回
した様ですが）これはある意味本音だったのではないでしょうか。
あるテレビ番組で、かつて知事であったコメンテーターの方がこう言っていました。本当にぎりぎ
りの状況では、行政の一番シビアな判断として、あえて上流で決壊させて大都市部を守るという様な
選択は、あるのだと。900 万人以上が住む東京の地下 50ｍには、6km にわたって「首都圏外郭放水
路」なる巨大な放水施設が作ってあるそうです。これは周辺 5 つの河川から溢れた水を、一旦巨大な
地下水槽に貯めてから水位が落ち着いた所で江戸川に放流するというもので、2,300 億円もかかった
そうです。今回はそれがフル稼働しました。
一方、千曲川の決壊現場の数キロ下流には急激に川幅が狭くなる場所があるとのことです。もしか
したら川幅を広げられない理由があったのかもしれません。千曲川はやがて信濃川へとその名を変え、
その河口には 80 万人都市新潟市があるのです。災害対策に限らず、１千万人を守る為には 100 人犠
牲になってもやむなし・・的な考え方は、公には口に出さないけれど「不都合な真実」としてあるの
でしょう。結局、地方に住んでいる我々は最後の最後には都市住民の「スケープゴート」になる運命
なのかもしれません。
地元の水害後の 10 年、復興には十分な予算がつき、日本中のロータリークラブからも多大な支援
を受けて“超デラックス”な河川改修が完了しました。千種川の川幅は倍になり立派な護岸も完成し
ましたから、本当にありがたい事にこれで相当な事があっても大丈夫でしょう。
しかしこうも思うのです。
もし、あの水害が東日本大震災より後だったら、もし台風、洪水被害が頻発しているここ 5 年以内に
起こっていたら、そして、もし仮に千種川河口の赤穂市が 100 万人の大都市だったら違う結果になっ
ていたのかもしれないと。
幹事報告
○次期代表幹事より 2020－21 年度クラブ情報入力依頼が届いています。
○ガバナー事務所より下記の書簡が届いております。
1．ローターアクト「スポーツ大会」の案内
2．ロータリー研修デーに向けての事前アンケート依頼
3．2019 年 CОR 決議案に対するアンケート調査依頼
4．ポール・ハリス・ソサエティ入会手続きについて
5．第 7 回日台ロータリー親善会議 福岡大会の案内
○県赤十字血液センターより献血協力のお願いが届いています。
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2019 年 10 月 29 日（火）

上郡町役場にて

○来週は職場例会で江見会員宅となります。
各委員会報告
なし
審議事項
特になし
本日のプログラム
≪ガバナースピーチ≫

「公式訪問」

浅木幸雄ガバナー（神戸）

本年度ガバナーを拝命致しました浅木でございます。令和改元の記念すべき年度にあたり、皆様
の上郡佐用ロータリークラブへの訪問を光栄に存じあげ、貴クラブより賜りましたご配慮にこころ
から感謝申し上げる次第です。
さて、マーク・ダニエル・マローニー今年度 RI 会長の掲げるテーマは、
「ロータリーは世界をつ
なぐ

Rotary Connects the World」であります。さらに四つの強調事項として、

1．多様且つ新たなモデルの会員増強、クラブの結成を以て会員基盤の拡大を図る
2．家族、ロータリーの時間が互いに競合せず、補完し合うような文化を築く
3．多忙な日々の仕事との両立を可能とする柔軟且つ現実的なリーダーシップの変革
4．国連とのパートナーシップを強化するため、世界の人々がつながり、行動が可能なロータリ
ーのインフラを提供する。
以上の「つなぐ」「行動する」指針に基づき、会員基盤の拡大を以てロータリーを成長させよう、
と呼びかけています。
これを受けて、わたくしの行動指針は「地域社会をつなぎ（Connect）」「多様性に富んだ会員組織
に変革する（Transform）」とし、今年度の地区運営方針を「つなぐ」を Key Word として以下の通
り策定致しました。
◆ RI テーマおよびロータリーの目標達成（会員基盤の成長＝つなぐ）を目指す。
◆ 女性会員・若い会員を増強し、多様な人々をロータリーでつなぐ。
◆ 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。
◆ ロータリーのプログラムを積極的に活用し、安心・安全をモットーに青少年と世界をつなぐ。
◆ 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ロータリーと世界をつなぐ。
そして顕在する当地区の課題を解決するため、
◆ 地区活動のさらなる効率化・活性化を図る。
これら各項目の推進を通じて、以下の数値目標を掲げております。
各クラブ純増 1 名

①

会員増強

②

My Rotary 登録率

③

ロータリー財団年次基金

④

ポリオ基金 1 名あたり 30 ドル

⑤

米山基金奨学金

70％
1 名あたり 160 ドル

1 名あたり 17,000 円

それぞれ項目の詳細につきましては、先に配布致しました「2019 年度地区研修・協議会報告（月
信第一号分冊）」をご精読願えれば幸いです。
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地区活動唯一の要諦は「各クラブの円滑運営と活性化に資すること」であります。今後皆様に擱か
れてはガバナー補佐を通じて忌憚なくご要請、ご相談下さい。
本年度上郡佐用ロータリークラブのますますのご発展を祈念しつつ、わたくし並びに地区活動に対
するご理解とご協力を切に願い、此度のご挨拶とさせて戴きます。
ニコニコ箱・親睦箱
浅木幸雄ガバナー・・・今日は宜しくお願い致します。
大西ガバナー補佐・・・今日は浅木ガバナーの公式訪問に随行しました。
小林会長・・・浅木ガバナー御一行様、大西ガバナー補佐をお迎えして。
堤

幹事・・・浅木ガバナー御一行様、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。

三浦会員・・・祝！ガバナー公式訪問。
田村会員・・・浅木ガバナー、大西ガバナー補佐、本日はご指導宜しくお願い致します。
岡崎会員ようこそお越し下さいました。佐用町の小深田君、楽天 1 位指名本当におめ
でとう。佐用町民として嬉しいです。
柳原会員・・・浅木ガバナー御一行様ご苦労様です。
宮本会員・・・浅木ガバナー御一行様今日は宜しくお願い申し上げます。
寺本会員・・・浅木ガバナー御一行様をお迎えして。本日は宜しくお願い申し上げます。
深澤会員・・・浅木ガバナー御一行様をお迎えして。どうぞ宜しくお願いします。
井口会員・・・ガバナーをお迎えして。佐用町からプロ野球選手が出ました。
池田会員・・・浅木ガバナー様御一行をお迎えして。宜しくお願いします。
江見会員・・・浅木ガバナー御一行様をお迎えして。
塚崎会員・・・浅木ガバナー御一行様をお迎えして。
朝来会員・・・浅木ガバナー御一行様をお迎えして。本日は宜しくお願い致します。
石原会員・・・お客様をお迎えして。
髙見会員・・・浅木ガバナー御一行様をお迎えして。本日は宜しくお願いします。
小谷会員・・・浅木ガバナー御一行様をお迎えして。
辻

会員・・・浅木ガバナー御一行様をお迎えして。

半田会員・・・浅木ガバナー御一行様をお迎えして。宜しくお願いします。
大澤会員・・・浅木ガバナー御一行様をお迎えして。
山本会員・・・浅木ガバナー御一行様をお迎えして。
ニコニコ箱

２０，０００円

親

箱

２１，０００円

計

４１，０００円

合
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