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大西ガバナー補佐

挨拶

近況報告と 2 月 22 日、23 日に開催されます地区大会の参加依頼（追加登録）についてのお願いと 4
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月 12 日（日）に開催されます第 2 回西播ゴルフ大会についての案内をさせていただきます。
会長の時間
当クラブ細則第 13 条第 5 節に基づき、異議申し立てがありませんでしたので、本日をもって新会
員候補者の入会が認められることとなりました。細則に定める入会金を納めていただくことにより、
会員に選ばれたものとみなされ、次回例会にお越しいただく予定でおります。
また、本日ご来賓の大西ガバナー補佐より本年度の地区大会へのより多くの登録依頼がありました
ので会員のみなさまよろしくお願い致します。
2 月 1 日に RLI の研修に参加してきました。まずはこの RLI についてご説明致します。
これはロータリークラブの潜在的なリーダーのためのリーダーシップ開発プログラムを実施する多
地区の「草の根連合組織」ともいうべきものです。カリキュラムは全世界すべての支部に提供されて
おり指導者を養成する為の十分なものである事から、2680 地区でも今後この研修を積極的に取りい
れていくとのことでした。
次に今回の趣旨説明をされた中村パストガバナー（現・地区研修委員会副委員長）のご講演と部屋ご
と 12 名ずつのグループに分かれてのディスカッションテーマについて報告致します。
中村パストガバナーの基調講演（要約）
・本日の講習会はファシリテーション形式の研修であり「知識のコンクール・見本市」でもなければ
「意見の張り合い」でもない。
・日ごろクラブメンバーは自己研鑽を重ねたり親睦という名の下で杯を酌み交わしたり色々な形でク
ラブは運営されているが、中にはリーダーとして遺憾なく実力を発揮している人もいればそうでな
い人もいる。
・いってしまえば会長は順番性であり当たりもあれば外れもある。
・それによってクラブが浮いたり沈んだりしては一般会員にとっては迷惑な話だ。
・そこで本日の講習会が役に立つ事となる。
今回のディスカッションテーマ
①ロータリーにおけるリーダーシップ
②会員の参加を促す
③倫理と職業奉仕
私のグループにはディスカッションリーダーとして中村パストガバナーがいらっしゃいましたので、
まずは 10 年前にお世話になった御礼をお伝えしました。
そしてファシリテータの矢坂会員（神戸西 RC）進行のもと上記 3 つのテーマについて研修が行われ
たわけですが、順不同で指名されて意見を述べるのが私にとってはかなり大変でした。
具体的には、後に順番が回ってきた時には考えていた内容をお話しするのが精いっぱいで先に出た方
の意見に対する見解を述べる余裕がなく、テーマに於いて最初に指名された時には考えがまとまらず
しどろもどろになるといった具合で、クラブの代表としては何とも不本意な結果になってしまったと
感じていますが、これも勉強と前を向きたいと思います。
幹事報告
○ガバナー事務所より下記の書簡が届いております。
①2019-20 年度地区大会の注意事項について
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②地区補助金プロジェクト見学訪問の案内
2020 年 4 月 5 日

神戸垂水 RC

○西播ゴルフ同好会幹事（相生 RC）より第 2 回ゴルフ大会の案内が届いています。
2020 年 4 月 12 日(日) 相生カントリー倶楽部
○ロータリーの友事務所よりロータリー手帳の購入依頼が届いています。
○（株）クマヒラ様より「抜萃のつづり その 79」をいただいております。
○本日、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。
○最終例会の日時・場所等のアンケートにご記入宜しくお願いします。
各委員会報告
プログラム委員会
2 月のプログラム

2/07

国際奉仕委員会

2/14

会員スピーチ

2/21

地区大会に変更

2/28

会員スピーチ

朝来会員・谷脇会員
田村会員

社会奉仕委員会
例会終了後、寸劇の練習をしますので関係者の方はお残り下さい。又、来週の例会終了後、背景の
絵を準備したいと思いますのでご協力宜しくお願いします。
審議事項
特になし
本日のプログラム
≪会員スピーチ≫

国際奉仕委員会

江見委員長

国内の奉仕活動を総称として社会奉仕とされます。国外に対しての奉仕活動を総称として、国際奉
仕とされます。当クラブのような小規模クラブでは単独で、国際奉仕のプログラムの実施は現状では
不可能と思われます。他クラブ又は地区からの国際奉仕への協賛依頼があれば、検討・参加（協賛ク
ラブとして～主に協賛金一部負担）することぐらいだと思われます。
先月、中間報告として、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内容
を簡略に報告しました。今回は少し詳しく報告します。
開催の挨拶を西脇 RC の高瀬英夫ガバナーエレクトがされました。続いて、西宮夙川の山本国際奉仕
委員長より、グローバル補助金の申請方法についての説明がありました。内容は少し難しいですし私
自身も理解が不十分なため、うまく説明できるかわかりませんが少し細かく報告します。
プログラムには、人道的プロジェクト，奨学金，VTT（職業研修）の 3 分野があり、それぞれ 6 つ
の重点分野（①平和と紛争予防/紛争解決、②疾病予防と治療、③水と衛生、④母子の健康、⑤基本的
教育と識字率向上、⑥経済と地域社会の発展）の基本方針に基づくプロジェクトを行うことです。
6 つの重点分野のいずれかに基づいた海外での人道的プロジェクト、6 つのいずれかに関する仕事で
活躍することを目指す人の大学院留学を支援する奨学金、6 つの重点分野のいずれかに関する分野で
専門職業人のグループが海外でスキルや知識を学んだり現地の職業人に技術を提供したりする職業
研修がプログラムの内容とされます。予算額は、それぞれ 30,000 米ドル以上必要とのことです。又、
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それぞれには、補助金額及びクラブの負担金額が設定されています。
留意事項として
人道的プロジェクトでは実施国と援助国側の双方のクラブ（又は地区）が共同で提唱・実施するこ
と。実施地域が、ロータリーが存在する国/地域であること。プロジェクト完了後もその成果が持続で
きるようなスキルと知識を実施地域の人々に与えること。評価基準を設定して、プロジェクトの成果
を測定し、モニタリングと評価を行うこと。
奨学金では、応募資格として、申請時に兵庫県内に在住、あるいは県内の大学または大学院に在学
もしくは県内の事業所に在職していること。地区の予備審査時に留学先の入学許可書を得ていること。
心身ともに健康で、学業優秀であること。留学先の言語に熟達していること。なお、ロータリー関係
者は対象外です。
VTT（職業研修）では、派遣国側と受入れ国側の双方のクラブ（または地区）が共同で提唱・実施
する事とのことです。
申請方法、申請締め切り時期、地区の審査、申請承認時期、報告書の提出等、細かい規定があり、ま
た、ロータリー財団の承認は時間がかかるため、余裕を持った申請が必要とのことです。数年に及ぶ
事前準備が必要と思われます。
中間報告と同内容ですが、グローバル補助金プロジェクト提唱クラブ体験談報告がありました。
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、合計 1,100
万での大規模予算での実施報告及び会計報告がありました。（報告ビデオの映像の最後に協賛クラブ
名・20 クラブぐらいだったと思いますが流れました。多くのクラブが国際奉仕に参加しているイメー
ジ感がありました。）
最後に「グローバル補助金について」7 つのグループに分かれて、テーブルミーティングが行われ
ました。過去にグローバル補助金プロジェクトをされたクラブあるいは検討されているクラブもかな
りあるようでした。ミーティング時間が少なく発言の順番がまわりませんでした。
前回、職場例会として佐用日本語学校にて授業参観させていただき、生徒さんの真剣なまなざしで受
講されている姿勢を拝見し、感銘をうけました。有意義な時間を共有することができ、池田プログラ
ム委員長、設定をしていただきありがとうございました。当クラブとして、国際奉仕活動の具体的な
プログラムの実行は現実的には、困難であると思いますが、佐用日本語学校様及び学生さんとの交流
をこれからも深め、国際奉仕の方向性が見いだされればと思います。
ニコニコ箱・親睦箱
大西ガバナー補佐・・・久々に訪問しました。只今ガバナー補佐として多忙を極めております。地区
大会では会場でお会いし一緒に楽しみましょう。
小林会長・・・大西ガバナー補佐いらっしゃいませ。
堤

幹事・・・例会に寄せて。

三浦会員・・・誕生日、結婚記念日自祝。ガバナー補佐をお迎えして。
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柳原会員・・・女房と誕生月が同じなので今年は何か喜ぶことをしたいと思います。
大岩会員・・・大西ガバナー補佐、後半も今まで以上に宜しくご指導お願いします。誕生日自祝。
山本会員・・・誕生月自祝。大西ガバナー補佐をお迎えして。肩が痛くてさっぱりです。
宮本会員・・・大西ガバナー補佐、ようこそおいで下さいました。宜しくお願い致します。
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。
江見会員・・・今週、6 人目の孫が生まれました。自祝。
池田会員・・・大西ガバナー補佐をお迎えして。例会に寄せて。
井口会員・・・大西ガバナー補佐をお迎えして。
朝来会員・・・大西ガバナー補佐をお迎えして。宜しくお願いします。
辻

会員・・・大西ガバナー補佐をお迎えして。

髙見会員・・・大西ガバナー補佐をお迎えして。宜しくお願いします。
深澤会員・・・ガバナー補佐、後半も頑張って下さい。
石原会員・・・店の前に置いてあるスイレン鉢に初氷。やっと来ました冬将軍。
田村会員・・・大西ガバナー補佐をお迎えして。昨日の女子会楽しかったです、有り難う。
小谷会員・・・少し寒くなりましたね。スキー場は大変そうですね。
半田会員・・・大西ガバナー補佐をお迎えして。早退します。すみません。
ニコニコ箱
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