上郡佐用ロータリークラブ
2019－2020 年度

WEEKLY

REPORTS

Rotary International のテーマ

「 Rotary Connects the World 」

「 ロータリーは世界をつなぐ 」

Mark Daniel Maloney
（マーク・ダニエル・マローニー）RI 会長

（ USA ）

毎週金曜日 12 時 30 分～

例会日 ：

例会場 ： 上郡町商工会館 ２F 大会議室
事務局 ： 上郡町商工会館内
TEL：0791-52-3710

FAX：0791-52-3833

Web Site：http://kamigori.ri2680.org
会

長：小林 健

E-mail：kamigori@gold.ocn.ne.jp

幹 事：堤 好美

会

2020 年 01 月 17 日

報：塚崎 純

Vol.

57

No．22

点鐘・ソング
奉仕の理想
来客・来訪会員紹介
相生 RC 桑原会員
佐用町

光海（株）

岡田 正春様

歓迎歌
雪
お祝い
会員誕生日

結婚記念日

配偶者誕生日

池田会員（MU）

小谷会員

大岩・寺本・堤（MU）会員

PHOTO 不掲載

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(%)

23

19

4

0

0

100

95.65

欠席会員：なし

1

会長の時間
先日 1 月 15 日にピュアランド山の里にて上郡プロバスクラブ清流会の第 33 回定期総会が実施され
参加して参りました。議事滞りなく終了し、令和 2 年度の活動計画と予算まで承認された事ご報告さ
せて頂きます。
池田プログラム委員長よりの伝達事項で、1 月 31 日の職場例会・日本語学校訪問ですが、12 時 30
分から 13 時まで授業の見学をして 13 時から朝来さんで昼食と例会を実施致します。尚、日本語学校
の駐車場を利用可能との事ですので、みなさまよろしくお願い申し上げます。
本日は阪神淡路大震災からちょうど 25 年の日です。大学 2 年生の私が住んでいた東京のアパート
で早朝めったに鳴らない固定電話に友人から第一報が入り、あわててテレビをつけた事を覚えていま
す。考えてみると当時は携帯電話も普及前でしたし、今の時代でしたら、まず見るのはスマホかネッ
トニュースでしょう。（あるいはその前に携帯の緊急地震速報で有無をいわせず情報が飛んでくるで
しょうか）当時はバブル崩壊直後で、家業のクレーンリース事業も地元での仕事が減り、早朝出発の
日帰りチャーター便で神戸周辺まで頻繁に出かけていたらしいです。そしてあの瞬間、自社のトラッ
ククレーンが六甲山を走行中でした。当時のオペレータから後で聞いた話ですが、その日の現場が中
止になり何とか帰途につく途中に止められて「がれきの中に人が埋まっている、何とかその重機で助
けてもらえないだろうか」と道々に懇願されたとのことです。一度対応してしまうとキリがないと断
り、涙を流しながら帰ってきたと・・・。
先週、たまたまあの時電話をくれた友人を含む数名で集まりました。卒業以来定期的に集まってい
るのですが、まだそれほどみな風貌や雰囲気が昔と変わらず、同じようにバカ話をしていると、当時
に戻ったような錯覚になり一瞬月日の流れを忘れます。会員のみなさまの中にも、震災でご自身ある
いは近しい人が被害に遭われたという方がいらっしゃるでしょう。誰にもこの月日の中で変わった事、
変わらないことがあります。
今日は一度、この 25 年間を思い返していただく時間をつくってみてはいかがでしょうか。
幹事報告
○ガバナー事務所より 2020 年会長エレクト研修セミナーの案内が届いております。
2020 年 3 月 15 日（日）

西脇商工会議所

○次年度ガバナー補佐伊藤様より次年度グループフェスタ計画書が届いています。
○神戸西 RC より第 44 回ロータリー少年少女キャンプの案内が届いております。
○赤穂 RC より週報（No.3212～3223）を頂いております。
○PHD 協会より PHD レターNo.142 が届いております。
○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
社会奉仕委員会
先週もご依頼しましたが、1/21 火曜日は献血の当番に当たっています。午前 9 時半から 11 時半、
午後 12 時 45 分から 16 時まで、佐用町役場西館町民広場で開催です。ご協力宜しくお願い致しま
す。又、本日例会終了後、劇の練習をしますので役付の方はお願い致します。
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審議事項
特になし
本日のプログラム
≪中間活動報告≫
小林会長
今年度 RI のテーマ：「ロータリーは世界をつなぐ」ROTARY

CONNECTS

THE WORLD

今年度地区テーマ：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)
浅木ガバナーのもと、特に地区の方針に沿った形で当クラブの活動方針も決めております。
・会長の時間をたいせつに
当初は事前に原稿を作成しておりましたが、最近は手元に項目だけ挙げてお話ししています。
上手にはいきませんが、実務世代の立場から自身のことばで会員のみなさまに興味をもっていた
だける内容を意識して実践して参りました。
・RI テーマおよびロータリーの目標達成を目指す
RI の流れとして、近年は職業奉仕の概念が軽視されつつあるのではと感じます。
しかしながら日本のロータリーにあっては、また実務世代により近いロータリアンほど職業奉仕
の理念は重視されるべきでしょう。当クラブの行動規範にも“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、この考え方こそが自身会
長として職務を遂行する上での精神的支柱になっております。本業重視というスタンスの中で、
本年度は既定の範囲内での休会が多くなっております。それによってニコニコと親睦会計の集金
に影響が及んでいる事等ご迷惑をおかけしておりますが、何卒ご了承いただきますとともに、例
会時のより一層のご協力をよろしくお願い致します。
・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
本年度は幸先よく高見新会員をお迎えする事ができました。これにより純増 1 名の最低目標は達
成できておりますが、今後も退会の防止と更なる会員増強に向けて引き続きよろしくお願い致し
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
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
番等は実施済みで、後期は３月のソフトテニス大会主催と 4 月には大岩社会奉仕委員長が新たに
企画されました手作り演劇の慰問公演という大きなプロジェクトの実施を控えております。
打合せや練習等でみなさまお忙しい中時間を頂戴致しますが、ロータリー知名度向上の為、積極
的なご参加を引き続きよろしくお願い致します。
堤幹事
本年度、初例会に続き 2 回目の欠席となり申し訳ありません。
幹事をお願いできませんか？と小林会長からお電話を頂き、小林年度がスタートしてあっという間
の半年でした。
不安いっぱいで受けた幹事ですので、会員の皆様も不安だと思います。しかし皆様のご協力を頂き
前に進んでいる事に感謝致します。有難うございます。
IM で、浅木ガバナーより「楽しそうにされているから大丈夫ですね。頼みましたよ」と言われ、
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公式訪問の時に私自身はそれほどに思わなかったのですがオドオドしていたのでしょう。後半には、
地区大会、テニス大会そして 4 月に社会奉仕活動プロジェクトなど予定されています。
1 人でも多くの会員のご参加ご協力をお願い致します。
これからも小林会長の足となり動いていきたいと思っております。引き続き会員様のご協力をよろ
しくお願いいたします。
クラブ運営管理委員会

寺本委員長

今年度のガバナー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へ変革する
（Transform）です。そのためには、クラブの直面している課題等、現状を把握してクラブのビジ
ョン・戦略計画が必要となります。
そこで、前半は研修会の機会等で他のクラブがどの様な取り組みをしているのか参考にできればと
お話を聞いてきましたが、周年事業、会員増強、合併に向けたという、あまり斬新さを感じない内
容で、

ほとんどのクラブは思案中の様子でした。

今期中の具体的立案には至らないと思いますが、先に繋がるように理事会も含めて提案していく機
会を持ちたいと考えています。また皆様からも何かご提案がございましたら宜しくお願い申し上げ
ます。
国際奉仕委員会

江見委員長

昨年 12 月 1 日、ロータリー研修デーに参加、国際奉仕セミナーの研修を受けてきました。主な内
容は、グローバル補助金の申請方法、グローバル補助金プロジェクト提唱クラブ体験談報告、学友
小委員会報告、等があり、最後はグループ別にテーマ「グローバル補助金」のテーブルミーティン
グをおこないました。
提唱クラブ体験談では、伊丹 RC による「バヌアツ・ホテルマネジメント能力向上研修プロジェク
ト（VTT）」の報告で南太平洋の島国の 4 名の男女研修生を昨年の 10 月初旬から約 40 日間、神戸
のベイシェラトンホテル、ポートピアホテル及び特別研修として他のホテルでの研修報告で 380 万
円のプロジェクトとのことでした。又、尼崎中央 RC による「縫製および図案作成技術の研修及び
ミシンの提供生計支援」の報告でフィリピンの 180 名の職をもたない人々の数年にわたる支援報告
で、兵庫県内の多くの RC の協賛支援により、600 万円の予算及びフィリピン現地 RC の 500 万円
の予算での実施報告がありました。
当クラブでは、大きな活動は、無理のため、今月職場例会を佐用日本語学校で行われるように池田
プログラム委員長に設定をしていただきました。同校及び学生さんとの継続的な交流が深まるよう
に思い、当クラブの国際奉仕活動の方向性が見いだされればと思います。
職業奉仕委員会

宮本委員長

みなさん、こんにちは。職業奉仕というのは自分の職業に対して強く倫理性を持って思考していく
という事がコンセプトになると思います。すなわちロータリー運動は職業倫理を追及する運動とい
うように言われています。
本年度の職業奉仕の活動として考えた事は、地元で活躍されている職業人の卓話をお聞きするとい
う事です。昨年 10/4 に佐用の盛本牧場・盛本様を卓話にお招きしました。盛本様はもともと地元
の精肉業者で佐用牛のブリーダーでもありましたが、色々と努力され神戸ビーフの認証を得られ、
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神戸ビーフの認定農場になられました。そして商売の幅も日本国内だけでなく海外へも広く販路を
広げられました。これから益々の活躍をお祈りしながら応援したいと思います。
次に私の職業は医師ですが、医師というのは診察室での診療が一番なのですが、それ以外に公衆
衛生とか予防医学にも携わるという事が重要な任務と考えております。上郡地区では大岩先生がさ
れていますが、私は佐用地区で西播磨地区薬物乱用防止指導員をしています。薬物乱用とは社会の
ルールから外れた目的で薬物を扱う事です。覚せい剤や麻薬は 1 回使用しただけでも乱用にあたり
ます。大変恐ろしい薬物乱用ですが、このような状況を理解して頂くために兵庫県立ピッコロ劇団
演出で薬物乱用に関する DVD が麻薬指導員向けに作成されました。当クラブが毎年薬物乱用指導
員協議会に協賛させて頂いている関係で、その DVD をお借りする事が出来ました。来週職業奉仕
委員会のスピーチとなっていますので、危険薬物乱用防止のお話をさせて頂く予定です。その時に
皆さんにその DVD を見て頂こうと思っていますので宜しくお願い致します。
社会奉仕員会

大岩委員長

本年度は地区補助金を活用して、介護老人保健施設「高嶺の郷」に車椅子の寄贈と会員による寸劇
公演を企画いたしました。4 月 19 日には、親睦の意味も込めて多数の会員のご参加もお願いいた
します。又、上郡ケーブルテレビ・民報・新聞社の方々にも参加いただきロータリークラブの広報
にも役立てたいと思います。
又、例年の事業として秋春の交通立番、献血事業の支援、プロバスクラブとの交流、千種川の清掃
奉仕などを進めていきたいと思いますので宜しくお願い申し上げます。
ニコニコ箱・親睦箱
相生 RC 桑原伸幸会員・・・相生 RC の桑原です。本日お世話になります。
小林会長・・・皆様、あらためて本年も宜しくお願い致します。
相生 RC 桑原様、光海（株）岡田様をお迎えして。
小谷会員・・・結婚記念日自祝。
井口会員・・・深澤さん、先週はお世話になり有難うございました。
相生 RC 桑原様、光海（株）岡田様をお迎えして。
大岩会員・・・妻の誕生日お祝い有難うございます。相生桑原さん今年も宜しくお願いします。
岡田さん、ようこそロータリーへ。
箸蔵会員・・・1 月 17 日ですね。早や 25 年です。家内のお腹にいた長女が 25 歳になります。
辻

会員・・・相生 RC 桑原様をお迎えして。

髙見会員・・・相生 RC 桑原様、光海（株）岡田様をお迎えして。
宮本会員・・・お客様をお迎えして。ようこそおいで下さいました。
朝来会員・・・相生 RC 桑原様、光海（株）岡田様をお迎えして。
山本会員・・・相生 RC 桑原様、光海（株）岡田様をお迎えして。
江見会員・・・初例会欠席申し訳ありません。改めて本年も宜しくお願いします。
塚崎会員・・・相生 RC 桑原様、光海（株）岡田様をお迎えして。
石原会員・・・1.17 あれから 25 年。
大澤会員・・・相生 RC 桑原様、光海（株）岡田様をお迎えして。
半田会員・・・相生 RC 桑原様、光海（株）岡田様をお迎えして。
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寺本会員・・・相生 RC 桑原様、光海（株）岡田様をお迎えして。本日は宜しくお願いします。
柳原会員・・・旧店舗の前の土地 500 坪余りを事業用地として運よく取得する事が出来ましたが、
又借金です。
三浦会員・・・25 年前の今日思い出しました。黙祷。
ニコニコ箱

１０，０００円

親

箱

１６，０００円

計

２６，０００円

合
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睦

