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例会場

クラブ・モットー 「Do
“
For Others!」≪他者への貢献≫”

№５ 第2065回例会（2018. ８. ６）
開 会 点 鐘（18：00）
国歌「君が代」並びにソング
「姫路東ロータリークラブの歌」斉唱
来客紹介
歓

迎

歌

プログラム

「会員増強フォーラム」

出席報告
食

壷阪 康裕会員増強委員長

事

会長の時間
幹事報告
委員会報告
ニコニコ箱報告

閉 会 点 鐘（19：00）

■ 予定プログラム
当 ク ラ ブ （ 8/13） 休会（クラブ指定休日①）
〃

（ 8/20）「納涼家族同伴例会」18：00 ～於：ホテルモントレ姫路

〃

（ 8/27）「矢野 宗司ガバナー公式訪問」

姫 路 Ｒ Ｃ （ 8/ 7）「納涼家族例会」18:30 ～於：ホテルシーショアリゾート
姫 路 南 Ｒ Ｃ （ 8/13） 休会
姫 路 西 Ｒ Ｃ （ 8/ 8） → 8/7（火）「夜間例会」18:00 ～於：ホテル日航姫路
神 崎 Ｒ Ｃ （ 8/ 9）「各委員会活動計画発表＆会計報告」
姫路中央ＲＣ （ 8/ 9）「演題未定」 土井 秀夫氏（元インド日本人学校校長）
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第2064回（7月30日）例会 記録

■ 出席報告
7 月 30 日
会員数

出席免除者数

例会出席者数

65 名

9名

51 名

例会欠席者数

ホームクラブ出席率

8名

86.44％

7 月 10 日（確定補正分）
会員数

出席免除者数

65 名

10 名

■ 来客（和田
藤塚

例会出席者数
36 名

例会欠席者数

メークアップ数 確定補正出席率

21 名

21 名

100.00％

正 副会長）

謙次郎君（姫路南 RC）
来訪ロータリアン

1名

累計

9名

■ 会長の時間
会長の時間を頂きます。
毎日猛暑が続きますが皆様お体には十分ご注意お願いします。
本日は、社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕の各委員長就任挨拶です。
今年度どのような活動で DO FOR OTHERS が出来るかお聞きいただき、今年のロ
ータリー活動を実践して頂きたいと思います。
前回からの続きで自己紹介を続けさせていただきます。
さて、新天地の明治学院東村山高校へ転校生として 2 年生から編入しました。
高校には寮があり、その名もヘボン寮といいますがそこに入れてもらいました。
寮生活は上下関係が厳しく、先輩から正座させられてしごきがありましたが、だんだんと慣れてきまし
た。北は青森から、新潟、群馬、静岡、名古屋、三重、富山、鳥取と全国に同級生の友達ができました。
そこに関西弁はありません！まして、白浜弁などとんでもない。
学校はキリスト教で白陵とは打って変わって自由な校風でした。毎朝礼拝があり、讃美歌を歌い聖書を
読んで講話を聴いていました。
秋の運動会では必ず東村山音頭を全校生一斉踊りで踊ります。
「東村山～庭先ゃ～多摩湖～狭山茶どころ情けに熱い～茶飲み話に花が咲く花が咲く～」
志村けんの一丁目いっちょめとは違います。
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ここは、大学の経営でしたので非常に広い敷地で、400m トラック内にサッカー場、テニスコート 4 面、
バスケットコート４面、ラグビーグラウンド、野球場、大学の合宿所、講堂、体育館、柔道場がありま
した。
そして、ヘボン寮の裏にラグビーグラウンドがありラグビー部とアメリカンフットボール部が毎日練習
していました。
姫路では見られない光景でしたので学校から帰って毎日ボーっと練習を見ていたら、ラグビー部の寮生
でとなり部屋の米子出身の同級生から誘われてラグビー部に入部しました。
弱いチームでしたが、練習だけは厳しく、時には大学生と合同練習があり無茶苦茶しごかれていました。
弱いわりには試合相手に不足はなく当時全国大会出場校の国学院久我山高校などと試合をしたこともあ
ります。
明治学院東村山高校 3 年生が終わり移行試験という大学受験で無事に明治学院大学経済学部商学科に
入学しました。大学に入って直後にオイルショックで物価が 2 倍になりました。缶コーラ 30 円が 60
円、山手線一区間 30 円が 60 円、都営バス 30 円が 60 円。仕送りの金額が逆ザヤになりほんまにオー
ルショックでした。
高校時代寮の飯がまずいとか言っていましたが、下宿自炊で賄い付きの有難さが身に染みて判りました。
大学は国道 1 号線桜田通り港区白金台にあります。山手線の目黒・五反田・品川からの中間点です。
高級住宅街にある白金台のアパートを借りてそこで 2 年間、3 年生からの 2 年間は下町の大田区にうつ
りました。
高校生の時からラグビー部は大学生と一緒に練習していたので当然の如く先輩に誘われてラグビー部に
入部しました。
高校のヘボン寮の宿直された伊藤先生から「山田君のお父さんの仕事は何ですか？」と質問され、「姫
路と青森県弘前市でマッチの軸木を作っています。」と答えると「大学に入ったら中国語を取りなさい。
これからは中国と国交が開けて来て必ず必要になります。」と言われていたので第二外国語は中国語を
履修しました。
大学時代ラグビー部は少人数のチームにも拘わらず厳しいしごき練習で有名でした。部員は大体 22 人
程度でした。最多人数で行うラグビーは 15 人の選手と 1 人のタッチジャッジ合計 16 人です。16 人対
16 人合計 32 人それを 1 人のレフリーが審判します。ラグビーのレフリーは大変です。私のポジション
はプロップというポジションでスクラムの一番前です。頭突きの応酬でたんこぶだらけになります。耳
はちぎれ落ちそうになりますし、何とか潰れなかったのですが頭の中が潰れてしまって今困っています。
9 月から 11 月に公式戦がありますので、4 年間は一度も祭りに帰ることが出来ませんでした。ラグビ
ーの話は長くなりますのでまた別の機会にいたします。少ない人数での部活の組織運営が中小企業の経
営に非常に役に立ったことに感謝しています。この続きは、次回例会でお話しします。
ご清聴ありがとうございました。
■
1.

幹事報告（村角

伸一 幹事）

100%出席のお祝いを申し上げます。その場でお立ち下さい。皆様拍手で祝福をお願いいたします。
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2.

* 通算 14 年間 100%出席

水本会員

* 連続 13 年間 100%出席

幾野会員

* 連続 07 年間 100%出席

原田眞一郎会員

* 連続 01 年間 100%出席

上野会員

本日 17 時より「8 月度定例理事会」が開催されました。理事・役員の皆様
早くからありがとうございました。

3.

去る 7 月 24 日、「第 1 回青少年交換小委員会」が開催され、当クラブより白井地区青少年交換小
委員長と小倉地区青少年交換委員が出席されました。
27 日には「2018-19 年度青少年交換派遣生壮行会」が 18 名の参加で賑やかに開催されました。

4.

次週 8 月 6 日(月)は 16:15 より「赤穂哲ガバナー補佐をお迎えしてのクラブ・アッセンブリー」で
す。役員・理事・委員長の皆様はご出席よろしくお願いいたします。

5.

次次週 8 月 13 日(月)は、クラブ指定休日です。

6.

すでにご案内いたしておりますが、8 月 20 日(月)18 時よりホテルモントレ姫路におきまして「納
涼家族同伴例会」を開催いたしますので、多数のご参加をお待ちしております。

7.

8 月のロータリーレートは 1 ドル＝112 円と連絡がまいっております。

8.

本日の理事会にて、「西日本豪雨災害支援」につきましてお一人につき 1,000 円を預り金より支出
することと決定いたしましたのでご報告申し上げます。

9.

8 月の事務局の代休は 8 月 3 日(金)です。また事務局は 8 月 13 日(月)から 15 日(水)まで夏季休暇と
なります。緊急の場合は山田会長（090-5667-3030）、幹事の私 村角（090-6568-8168）へご連絡
をお願いいたします。

10. 地区より、甲子園 RC・尼崎中 RC・尼崎西 RC・西宮夙川 RC それぞれの「地区補助金プロジェクト
見学訪問のご案内」がまいっております。詳細につきましては事務局までお問い合わせ下さいます
ようお願いいたします。
11. 今年度、バリー・ラシン RI 会長はロータリーの公共イメージと認知度向上のためにロータリーデ
ーの開催を呼びかけています。地区では、それを踏まえて 11 月 3 日(土)4 日(日)に神戸メリケンパ
ークにて「ロータリーデー

ひょうご五国+ワールドフェスタ」を行います。協賛および物販出店

ご希望の方は事務局までお知らせください。皆様方のご協力、ご参加をよろしくお願いします。
4 姫路東ロータリークラブ週報
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12. 先般お知らせいたしました篠山ロータリークラブの補助金プロジェクトが、連日の猛暑により危機
管理の観点から中止することが決定されました。
13. 例会変更のご通知
姫路 RC

8 月 7 日(火)は 18:30 よりホテルシーショアリゾートにおいて「納涼家族例会」に変更。

姫路南 RC

8 月 13 日(月)は休会。
8 月 27 日(月)は 16:00 より「クラブ奉仕フォーラム」18:00 より「第 1 回ほろにが会」
に変更。

姫路西 RC

8 月 8 日(水)は 7 日(火)18:00 よりホテル日航姫路に於いて「夜間例会」に変更。
8 月 15 日(水)は休会。
8 月 22 日(水)は 18:00 より夢乃井に於いて「新入会員歓迎家族親睦例会」に変更。

神崎 RC

8 月 16 日(木)は休会。

姫路中央 RC

8 月 16 日(木)は休会。

14. 本日例会終了後臨時総会を開催いたしますので、全員お残り下さいますようお願いいたします。
15. 本日メークアップで来られています姫路南 RC 会員の船場印刷㈱藤塚さんには長年 6RC 会員名簿で
お世話になっていますが、発行数の減少により価格の据え置きが難しいとのことでこの度の「会
長・幹事会」にて 6RC 会員名簿 1 冊税込 1,000 円とすることが決定されました。

■ 委員会報告
◆45 周年記念誌委員会（報告：猪子

禮司 記念誌委員長）

45 周年記念誌の個人写真の撮影を本日、次週例会後に行います。今回は①
記念誌用写真（少し横向きの写真）、②証明書用写真（真正面を向いた写真）
の 2 種を撮影いたします。②の証明書用写真は焼き増し代のみで必要に応じ
て作成していただけますので、お入り用の方はオウチ写真場さんまでお伝え
ください。
また、直接オウチ写真場に行かれる場合は 8 月 15 日までにお願いいたします。
◆親睦活動委員会（報告：柚木

敏和 委員長）

ご案内が遅くなり大変申し訳ありませんが、来たる 8 月 20 日(月)、ホテル
モントレ姫路にて「納涼家族同伴例会」を開催いたします。ジャズピアニス
トの秋田慎治氏をお呼びして優雅なひと時をお楽しみいただきたいと思いま
すので、多くのご参加をお願いいたします。

姫路東ロータリークラブ週報 5
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■ ニコニコ箱報告（猪子

禮司 副 S.A.A.）

山田会長···················· 小倉社会奉仕委員長、髙馬国際奉仕委員長、宗接青少年奉仕
委員長宜しくお願いします。[同趣旨で]和田副会長、村角幹事、
有末会員、井口会員、幾野会員、猪子会員、上野会員、
梅岡会員、岡崎会員、大出会員、大西 健 会員、岸元会員、
久内会員、清瀬会員、河野会員、郡山会員、酒居会員、篠原会員、糴川会員、
高原会員、壷阪会員、冨田会員、中城会員、中村会員、名田会員、橋本会員、
濵田会員、 濱中会員、 原会員、原 田 博 会員、 福永会員、 前川会員、 増田会 員 、
松尾会員、水本会員、村越会員、薮口会員、柚木会員
宗接青少年奉仕委員長…就任挨拶させていただきます。一年間よろしくお願い致します。
[同趣旨で]髙馬国際奉仕委員長、小倉社会奉仕委員長
清瀬前年度会計 ···· 決算報告させていただきます。数字がにがてなのですがよろしくお願いします。
白井会員. ················· ・先週の派遣生壮行会に参加頂いた皆様ありがとうございました。これからの一年ど
うぞよろしくお願い致します。
・ロータリーの友 8 月号 p.29 に載ってます。全国会議でホストファミリー減少につ
いて発表しました。皆様もご協力宜しくお願い致します。
水本会員···················· 14 年連続出席自祝。
幾野会員···················· 13 年連続自祝。
堀江会員···················· 早退致します。

■ プログラム [Ⅰ]
社会奉仕委員長

小倉

ニコニコ箱

「社会奉仕委員長就任挨拶」
克輝
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93,000 円

累計

348,000 円

2

■ プログラム [Ⅱ]
国際奉仕委員長

髙馬

「国際奉仕委員長就任挨拶」
和宏

この度 国際 奉仕委 員会 委員長 を拝 命いた しま した高 馬で す 。
今年度 有方 委員長 の世 界社会 奉仕 委員会 、松 浦委員 長の 米山
記念奨 学委 員会、 そし て、埴 岡委 員長の ロー タリー 財団 委員
会と共に国際奉仕について学び活動させて頂くことになりま
した。どうぞよろしくお願いいたします。
さて、私 は昨年の忘 年例会で、 姫路東ロー タリークラ ブより還暦 のまえ祝い をいただき まし
て、ことしの 5 月で還暦を迎えました。戦 国武将の信長が、好きでよく舞っていた敦盛の一節
に、人生 50 年、下天のうちに比ぶれば、夢、まぼろしの如くなり、とありましたが、それを
思うと、私はもう 10 年も多く、夢、まぼろしのなかを生きてきました。それに、暦も一巡し
て初めに戻 るなら、こ の機会に今 までと違う 生き方をし てみたいと 思うように なりました 。無
理だとは思 いますが、 煩悩まみれ の私ゆえに 、この娑婆 世界で身に 着いたちり 、あくた、 その
ほか色んな 欲も少しで も落として 、身軽にな りたいと感 じるときが あります。 そうでない と、
三途の川も 渡れないし 針の山も登 れそうにな いなあ、と 、そんなこ とをぼんや りと考えて いま
した。する と、先日の 会報で、中 村先生から の闘病につ いての投稿 を読ませて いただく機 会が
ありました 。その中で 、ご自身の 体験から、 とらわれの 心や執着心 をなくすこ とで、不安 や恐
怖から救わ れると教え ていただき ました。ま た、感謝や 思いやりの 心が何より も大切と、 あら
ためて、気 づかせてい ただきまし た。ふしぎ なことに、 少し前、八 若先生より 届けていた だい
た本のなかにも、おなじようなことが書かれていました。八若先生は、姫中の 55 回生で私の
父は 56 回生でした。父はもう鬼籍に入っていますが、生前、八若先生のことを話すと、よく
おぼえてい ました。そ の八若先生 の本の中に は父が生き ていた姫中 時代の事が 詳しく生き 生き
と書かれていました。父は姫中 2 年生の時に予科練に志願し、急降下爆撃機のパイロットとし
て、インド ネシアで戦 いました。 奇跡的に撃 墜をまぬが れ、生きて 復員しまし た。余談で すが、
父はパイロ ットとして 爆弾を腹に かかえた飛 行機を操縦 し、高い空 の上から、 弾幕を張る 駆逐
艦の中に真 っ逆さまに 突っ込んで 行っていた そうです。 どの角度で 急降下して どこで爆弾 を落
とせば当た るか、フォ ーカスをど こに絞って 照準を合わ せるか、命 を糧に学ん だようです 。そ
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のため、私 は父に、「 何が大切か 、もっとフ ォーカスを 絞れ」とよ くしかられ ました。そ の父
が生前信仰 していた、 薬師寺の高 田好胤管長 の言葉で、 『とらわれ ない心、こ だわらない 心、
かたよらな い心、ひろ く、ひろく 、もっとひ ろく、これ が般若心経 、空の心な り』、とい うの
がありまし た。今もそ の言葉が会 社の片隅に 貼ってあり ますが、そ れを見ると 、ああ、や っぱ
り、父も今 の私と同じ ように、悩 みもがきな がら人生と いう道を探 していたの だろう、と 思う
に至りました。ここで、皆さんに、ひとつ写真をご覧頂きたいとおもいます。
これは、昨年末に生まれました初孫です。今月の初めに初めてお座りができました。
何がそんな にうれしい のかわかり ませんが、 お座りでき たのが楽し くて仕方が ないようで す。
彼女、どう みても、彼 としか見え ませんが、 彼女の前頭 葉のふくら みが、亡く なった父と 、う
り二つです 。まるで生 まれ変わり のような気 がしてなり ません。な ので、私に は父が笑っ てい
るように見 えます。父 があちらの 世界から、 もう一度こ ちらの世界 にやってき て、赤子の 、と
らわれない こころ、か たよらない 心、こだわ らない心を 手に入れ。 「ああ、や っぱり人生 は面
白い、和宏 、おまえは まだそんな ところにお るのか、何 が大切かも っとフォー カスをしぼ れ、
できの悪さは変わらんな！」そういいながら笑っているよう思えてなりません。
最後になり ましたが、 大変未熟者 ではありま すが、素晴 らしい先達 である皆さ んのご指導 の
もと、今年 一年、一生 懸命精進し てまいりた いと思いま す。どうぞ よろしくお 願い致しま す。
御静聴ありがとうございました。

■ プログラム [Ⅲ]
青少年奉仕委員長

「青少年奉仕委員長就任挨拶」

宗接

博史

本年度、青少年奉仕委員長を仰せつかりました宗接です。一年間
ご支援の程、よろしくお願い致します。
さて、一年間の事業内容をご説明しながら就任挨拶に代えさせて
頂きますが、基本的には昨年同様の継続事業となりますし、私自
身も二年連続の青少年の担当となりますので昨年頂いたご意見や
感想を織り込みながら事業内容を説明させてもらいたいと思いま
す。
まず、姫路科学館への支援ですが、科学作品展と絵画展の 2 回の二次審査と三回の授賞式におけるメ
ダル授与に参加します。二次審査においては何百点という中から各学年毎に数点を選ぶ難解さを感じま
したし、メダル授与では本当に嬉しそうな子供達の顔が印象的でした。姫路聴覚特別支援学校への支援
については、昨年・昨昨年と寄付金授与を行った全国聾学校陸上大会が 10 月に開催されますので、大
会を見守りたいと思いますが、過去に色々な形で支援を行っているのを踏まえ今後の支援については、
十分な吟味と協議が必要と考えます。また、料理教室の開催については昨年度学校側と協議を重ねた結
果、継続事業として実施を考えています。RYLA セミナーへの募集と参加についてですが、地区のセミ
ナーに参加した際もセミナー参加者からの実体験談がよく発表され、その内容の素晴らしさがよく伝わ
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ってきます。当クラブにおいても一人でも多くの参加者が出る様今まで以上の広報をやりたいと考えま
す。
次に地区奨学金を活用した事業ですが、昨年も姫路西高の生徒 4 名に授与する事が出来ました。授与
された 4 名が喜ぶのは当然ですが、優秀で前向きな学生に経済的な理由で将来を制限させるのを少し
でも阻止できるのであれば、それは素晴らしい事業と考えます。
勿論、継続事業として確立させるには様々な問題があるのは承知していますが、当クラブから地区へ発
信することも考えながら懸案される点を考え、継続事業として確立されるよう足がかりを作りたいと考
えます。
最後になりましたが、長年継続された事業の在り方やどうしても参加会員が限定される点が問題点とし
て挙げられます。事業の在り方については、先方の意見を聞き当クラブ内で正当か否かを十分に吟味し
方向性を考え、閉鎖的な事業になりがちな点は、一人でも多くの会員に参加頂けるよう密な広報と報告
を心がけたいと思います。
皆様のご支援とご理解をよろしくお願い致します。

■ 8 月度定例理事会
日

時

2018 年 7 月 30 日（月） 17：00～17：30

場

所

姫路商工会議所本館地下 1 階

出 席 者

清交クラブ「ファミリールーム」

会長

山田

一郎

副会長

和田

幹事

理事

河本

一郎

正

小倉

克輝

村角

伸一

髙馬

和宏

会計

橋本

雅彦

宗接

博史

S.A.A.

幾野

勝好

直前会長

篠原

正泰

松尾

健一郎

副幹事

審議事項
① 今年度予算の件（承認）
② 新入会員の件（3 名・承認）
③ 第 55 回全国聾学校陸上競技大会広告の件（松尾副幹事のデザイン案で決定）
④ 平成 30 年 7 月豪雨被害支援の件（預り金より一人 1,000 円を支出することに決定）
⑤ SON 兵庫・姫路プログラム ポロシャツデザインの件（右肩に姫路東ロータリークラブのロゴ
を掲載する・ロゴはロータリーの規定に則って作成する）
⑥ 事務局の夏季休業の件（8 月 13 日～15 日）/8 月の代休 8 月 3 日(金)
⑦ 愛城募金の件
愛城募金の受付はすでに終了しているがそれに代わるものとして「ふるさと姫路応援
寄付金」があり、本来の趣旨に沿い愛城募金全額をこちらへ寄付することに決定した。
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■ 臨時総会議事録
日

時

2018 年 7 月 30 日（月） 19：00～19：20

場

所

姫路商工会議所 7F

出席報告

会員総数 65 名

議

長

山田

議

案

第一号議案

702 号室

出席者

51 名

一郎会長
2017－18 年度
清瀬

決算報告書承認の件

一郎会計による報告

増田泰之監査による適正である旨の報告がなされる。
第二号議案

2018-19 年度

予算案承認の件

橋本雅彦会計による予算案の説明
上記案件、満場一致で承認されました。
議事録署名人
森原

啓一郎

常村

武史

■ 2018-19 年度青少年交換派遣生壮行会
去る 7 月 27 日(金)、2018-19 年度青少年交換派遣生の後藤麻代さん・安川知里さんの壮行
会が姫路商工会議所 7 階 701 ホールにて、山田会長、白井地区青少年交換小委員長、小倉地
区青少年交換小委員はじめ総勢 18 名の参加で賑やかに開催されました。留学への意気込みも
しっかりと発表し、出発へ向けて準備万端のようです。1 年間、ベルギー・イタリアそれぞれ
で様々な経験をし、大きく成長して帰ってきてほしいと思います。
（青少年交換委員長

■ 「ロータリーデー 『ひょうご五国+ワールドフェスタ』」のご案内
今年度、バリー・ラシン RI 会長はロータリーの
公共イメージと認知度向上のためにロータリーデ
ーの開催を呼びかけています。
当地区では、兵庫県政 150 周年の記念すべき年
に地域住民参加のフェスタを提案・企画いたしま
す。ロータリーの国際性と多様性をフルに活かし、
親睦、奉仕といったロータリーの中核的価値観に
基づいて、県下のロータリー会員の総力を結集し、
「超我の奉仕」の実践にチャレンジしていきたい
と思います。
皆様方のご協力、ご参加をよろしくお願いします。
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