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例会場

クラブ・モットー 「Do
“
For Others!」≪他者への貢献≫”

№８ 第2068回例会（2018. ９. ３）
開 会 点 鐘（18：00）
国歌「君が代」並びに
「姫路東ロータリークラブの歌」斉唱
来客紹介
歓

迎

プログラム

「ソング練習」

歌

村越 紀一ソング委員長
ピアノ 藤本 敏子先生

出席報告
食

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 （ 9/10）「青少年交換派遣生帰国スピーチ」 2017-18 年度青少年交換長期派遣生 栃尾 葵さん
〃

（ 9/17） 休会（敬老の日）

〃

（ 9/24） 休会（勤労感謝の日振替休日）

姫 路 Ｒ Ｃ （ 9/ 4）「ロータリーキャンプ報告」
姫 路 南 Ｒ Ｃ （ 9/10）「青少年奉仕フォーラム」
姫 路 西 Ｒ Ｃ （ 9/ 5）「雑誌フォーラム」 雑誌委員会 重岡 良則委員長
神 崎 Ｒ Ｃ （ 9/ 6）「2018 JAPAN RYLA を終えて」 ㈱市川工業所 岩﨑 伸哉様
姫路中央ＲＣ （ 9/ 6）「南アフリカについて」 飾磨東中学校校長 猶野 正樹氏
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第2067回（8月27日）矢野宗司ガバナー公式訪問例会 記録
■ 開会点鐘（山田

一郎 会長）

2020 年、日本のロータリーが創立 100 周年を迎えます。日本のロータリー100 周年実行委員会は、日本で初めて創立された
東京ロータリークラブと共にロータリーの会合で使われる日本のロータリー100 周年記念ゴング（鐘）を製作し、国内全 34
地区に贈られました。鐘の台座にあるプレートには各地区内の全クラブの名前が創立年度順に刻まれています。この鐘は
2018-19 年度、2019-20 年度のガバナーがガバナー公式訪問の際に持参され、各クラブの会長が点鐘することになります。

■ 出席報告（上野

康弘 会員）

8 月 27 日
会員数

出席免除者数

例会出席者数

65 名

9名

47 名

例会欠席者数

ホームクラブ出席率

12 名

72.31％

7 月 30 日（確定補正分）※抜けておりました、大変失礼いたしました
会員数

出席免除者数

65 名

10 名

■ 来客紹介（和田

例会出席者数
51 名

例会欠席者数
8名

メークアップ数 確定補正出席率
8名

100.00％

正 副会長）

国際ロータリー第 2680 地区
ガバナー

矢野

宗司氏・代表幹事

多木

有一氏

総務副幹事

長谷川輝幸氏・公式訪問副幹事

西村

雅文氏

（加古川中央 RC）
西播第一グループ

矢野ガバナー

ガバナー補佐

多木代表幹事
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赤穂

哲氏（姫路南 RC）

長谷川総務副幹事

来訪ロータリアン

5名

累計

25 名

西村公式訪問副幹事

赤穂ガバナー補佐
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■ 会長の時間
会長の時間を頂きます。
本日は公式訪問例会です。矢野ガバナーはじめ皆様ようこそ姫路東ロータリークラ
ブへお越しいただきました。早くから色々とご指導頂き、感謝致します。本年のク
ラブ運営に活かしていきたいと思います。
本日の DO FOR OTHERS！！は矢野ガバナーからでございます。バリーラシン RI 会長の思い、地区方針
をお伝えいただき、当クラブもそれに則ったロータリー活動を目指していきたいと思います。
また、本日は交換留学生のお二人が例会に参加しております。イタリアからアジアさんベルギーからエ
レンさんが１７日に来日し９月からアジアさんは飾磨高校、エレンさんは琴ヶ丘高校へ登校致します。
日本の歴史や文化、人との交流を通じて大いにスタディアンドエンジョイして頂きたいと思います。そ
して、日本での滞在が彼女たちの人生で大きな糧になるように皆様方からの DO FOR OTHERS！！はこ
のお二人にお願いします。くれぐれもセキュリティーにはご留意の上一年間のご協力をお願いし、彼女
たちを大きく成長させてあげて下さい。
さて、ガバナーにも知って頂きたいので自己紹介の続きをいたします。大学は一つの A より三つの C
の戦略でなんとか４年間で卒業出来ました。部活のラグビー以外で勉強したのは、主に経営学、会計学、
簿記学、中国語、貿易実務、商業政策論、などでした。すべて今の仕事に役立つものばかりだったよう
に思います。卒業後すぐに税理士掛橋昇事務所に就職しました。今から思えばたったの 2 年間でした
が掛橋先生には大変お世話になりました。会計事務所ですので、そろばんから始まって簿記、経理、経
営、麻雀、ゴルフ、魚町、塩町、坂元町、福中町に至るまで隅々、沢山教えて頂きました。その頃に白
浜町中村から現在の八代宮前町に父親が家を建てて引っ越しました。その後、大阪の材木屋に 2 年間
勤務の後、いよいよ青森県弘前市のマッチ軸木工場で家業に就くことになりました。もともと白浜でマ
ッチ軸木を２ラインで生産しておりましたが当時は生産をやめていました。弘前では３ラインあったマ
ッチの軸木を軸木２ライン、割箸１ラインに変更して割箸を作り始めたところでした。割箸を作るのも
結構大変でしたが徐々にうまくできるようになり軸木の減少を支えるレベルになってきました。弘前で
は毎日毎日弘前弁に悩まされました。特に工場の工員は丸出しの弘前弁でそれ以外喋れません、吹雪の
中で原木を寸検作業（材木の直径を測る）しますが１８、２０、２２、ヌンズーヌと言われた日には頭
が吹雪のように真っ白になりました。
真剣に聞いても寸検としか聞き取れずに何度も聞くことが出来にくくて苦労しました。雪の深い冬にマ
ッチの原料となる原木を確認に行きます。これは営林署の管理している立木を見に行くのですが、弘前
からジープで雪道を３時間ほど飛ばして白神山地の北に位置する深浦という場所へ行き、そこから沢を
登ります。沢がなくなったら陸に上がって雪で真っ白の道なき道を行きます。４輪にチェーンをつけて
ウインチで引っ張って登れるところまで車で行きます。限界まで行ったら、降りて歩いて山を登ります。
雪が深いところは胸まで体が埋もれます。工場長と原木の仕入れ部長は身軽ですのでかんじきもつけず
にどんどん登っていきます。私は胸まで雪に刺さってしまい身動きがとれなくなってリタイヤしました。
今と違って当時は厳しい冬ですが夏は涼しく過ごしやすいところです。8 月の始めには弘前ではねっぷ
た祭り、青森ではねぶた祭が、近隣の五所川原、黒石、板柳、などの町も播州のまつり同様に一斉に開
姫路東ロータリークラブ週報 3
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催されます。丁度弘前のねっぷたは扇ねぶたといって、扇形に前に勇壮な合戦の絵があり、後ろは女性
の見送りが描いてあります。ヤーヤドーの掛け声で笛と太鼓で静かに運行する静のまつり。姫路でいえ
ば網干のまつりです。青森のねぶたはラッセーラー、ラッセーラ―、ラッセーラッセーラッセーラ―と
ハネトが飛び跳ねながら大きな勇壮な張り子が運行する動のまつり。姫路でいえば灘まつりみたいな感
じです。
そんな弘前での生活でしたが、原木の調達は年々難しくなり、近隣環境も近所からの苦情が多くなり、
存続を考えざるを得ない状況になってきました。会社の将来を考えて姫路で新たな事業を立ち上げたほ
うが良いのではないかとの考えで別の事業を開業準備することになり、私は弘前に留まらず姫路に帰っ
て来ました。
この続きは次回例会にてお話しいたします。 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）

本日、16 時 45 分から 2018-19 年度ガバナー矢野宗司様、随行の地区代表幹事
の多木有一様をお迎えして会長・幹事懇談会を行いました。矢野ガバナーには
いろいろご指導いただきましてありがとうございました。今後のクラブ運営に
役立ててまいりたいと思います。
また、随行として総務副幹事の長谷川輝幸様、公式訪問副幹事の西村雅文様、
西播第一グループガバナー補佐赤穂哲様にもお越しいただいております。本日はよろしくお願いい
たします。
矢野ガバナーには後程卓話を頂戴いたします。

2.

本日、2018-19 年度青少年交換長期来日生のアジアさんとエレンさんが例会に初出席しております。
山根ロータリー青少年交換委員長よりご紹介頂きます。バナー交換後、会長より 9 月分のお小遣い
をお渡ししていただきます。

3.

4.

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。
 連続 37 年間 100%出席

大西健会員

 連続 26 年間 100%出席

原会員

 連続 13 年間 100%出席

大出会員

 連続 11 年間 100%出席

山田会長

 連続 10 年間 100%出席

有方会員

去る 8 月 24 日(金)～26 日(日)当クラブの白井地区青少年交換小委員長宅で「2018-19 年度青少年交
換長期来日生 2 泊 3 日オリエンテーション合宿」が開催されました。また 25 日(土)には「来日生
関係者ミーティング」が開催され、白井委員長と小倉地区青少年交換小委員が参加されました。

4 姫路東ロータリークラブ週報
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5. 地区より「平成 30 年 7 月豪雨被害支援へのご協力のお礼」がまいっておりますので回覧いたします。
6. 受付に今年度の 6RC 会員名簿を置いておりますのでお持ち帰りください。
今年度より体裁が変わり、1 ページに 5 名分の掲載（前年度までは 6 名分）とし、メールアドレス
および携帯番号が追加されています。また、すでにお知らせしておりますが、発行数の減少により
1 冊 1,000 円に値上げされています。

7. 本日例会終了後、矢野ガバナーを囲んで記念写真を撮りますので、このまま 702 号室にお残り下さ
い。例会場前方にひな壇が設置してありご不便をおかけしますがご了承くださいますようお願いい
たします。

■ ニコニコ箱報告（猪子

禮司 副 S.A.A.）

矢野ガバナーより「ご挨拶」、赤穂ガバナー補佐より「矢野ガバナーの随行で
参加させていただきます。」ということでニコニコを頂戴いたしました。
山田会長···················· 矢野ガバナー本日は有難うございます。[同趣旨で]和田副会長、村角幹事、有末会員、
幾野会員、井口会員、猪子会員、上野会員、梅岡会員、大出会員、岡崎会員、
小倉会員、河本会員、久内会員、清瀬会員、河野会員、髙馬会員、酒居会員、
篠原会員、白井会員、常村会員、壷阪会員、冨田会員、中城会員、名田会員、
橋本会員、埴岡会員、濵田会員、原田 博 会員、藤井会員、堀江会員、前川会員、
増田会員、松浦会員、水本会員、宗接会員、村越会員、森原会員、薮口会員、
柚木会員
山根青少年交換小委員長…2 名の来日生、皆様 1 年間宜しくお願いします。[同趣旨で]白井会員
山田会長···················· アジアさん、エレンさんようこそ姫路東ロータリークラブへ。
原会員 ························· 連続 26 年 100％出席自祝。
大出会員···················· 連続 13 年出席自祝。
有方会員···················· 10 年も経ちました、祝。
松尾会員···················· 九州ゴルフツアー。お楽しみ様で
した！

ニコニコ箱

計

103,000 円

累計

620,000 円

■ プログラム
「矢野

宗司ガバナー公式訪問」

2018-19 年度国際ロータリー第 2680 地区
ガバナー矢野

宗司氏（加古川中央 RC）

姫路東 RC の皆様、本日は宜しくお願い致します。

姫路東ロータリークラブ週報 5
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先ほど山田会長が鳴らされた鐘は 2020 年の日本のロータリー100 周年を記念して、100 周年実行委
員会と東京ロータリークラブによって作成されたものであり、台座には 2680 地区の各クラブの名前が
創立年度順に刻まれています。本年度と来年度の 2 年間、公式訪問にこの鐘を持参して、クラブの会
長に点鐘をしていただくように、要請を受けております。
さて、本年度の国際ロータリー会長はカリブ海、バハマ出身のバリー・ラシン氏です。しかしながら、
本来はアフリカ、ウガンダ出身のサム・オオリ氏が会長になる予定でした。そのオオリ氏が会長エレク
トになって 2 週間足らずで、手術後の合併症で急死され、8 月になって開かれた指名委員会で急遽決定
されたのが、バリー・ラシン氏です。従って、彼はノミニーの経験がなく、いきなりエレクトとして間
近に迫ったサンジェゴの国際協議会を迎えることになります。
私の経験においても、ノミニー時代は極めて大切です。地区内の事業や委員会に出席して、問題点を
しっかり確認し、来たるガバナー就任に向けて、方針や組織を検討するその大事な時期を経験されなか
ったバリー・ラシン氏でしたが、サンジェゴでの開会式後の講演は自信に満ちあふれた素晴らしいもの
でした。私たちは感動して、何度も立ち上がって拍手を送りました。
本年度の国際ロータリーのテーマは、「BE THE INSPIRATION」(インスピレーションになろう)ですが、
日本人には馴染みにくい表現です。これを理解するためには、昨年のアトランタ国際大会でこれからの
ロータリーの方向性を示して強調された 4 つの言葉がキーワードになります。すなわち、connect(つな
がる)、end polio(ポリオ撲滅),

transform(変革する)、inspire(刺激を与える)です。バリー・ラシン会長

はその４つ目のキーワード、inspire を踏まえて、BE THE INSPIRATION をテーマとしました。
従って、BE THE INSPIRATION とは、「前進への刺激となる活力になろう」ということを意味し、ロ
ータリアンとしては、自らが人々を導く活力となり、ロータリーとしては、地域社会や国際社会をより
良くするための活力となる団体になろうと捉えることができます。
また、バリー・ラシン会長は、120 万人の全会員がつながり、潜在力を最大限に発揮するように
inspire することができれば、ロータリーはさらに飛躍できる、また、世界中でロータリーが行ってい
る素晴らしい活動について世界がきちんと理解できるように、ロータリーの実績を PR してほしいと訴
え、RI とクラブのつながり(connect)とともに公共イメージと認知度の向上を強調されました。
この connect を強めるため、私は今年の地区方針の一つに My ROTARY の登録率 50%以上を掲げま
した。そして今朝、訪問前にチェックしたところ、当クラブの登録率は 52.31%と目標を超えておりま
す。今後さらに多くの人が登録するよう、よろしくお願い致します。
地区ではガバナー行動指針として、「変化 Change)を恐れず、変化をリードし、新たな機会 Chance)
と捉え、挑戦 Challenge)していく」を掲げました。
ここで、ロータリーの変化について触れたいと思います。
日本のロータリーにとって、その帰属意識の根源となる 4 つの identity があります。すなわち、①例
会重視

②職業人の集まり(一業種一会員制) ③職業理念、職業倫理の重視

④個人奉仕

であります。

しかしながら国際ロータリーは近年、会員数の停滞も相俟って、色々な変革をしてきました。それが
identity の変化であります。すなわち、例会重視から奉仕プロジェクト重視への変化、実際に地区内の
クラブにおいても本年度から例会を月 3 回に減らすクラブも現れてきています。また、会員基盤の多
様性を踏まえて、職業人以外も会員にする事が認められました。それによって職業理念、職業倫理の重
6 姫路東ロータリークラブ週報
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視よりも職業奉仕を奉仕プロジェクトの一つとして捉えるようになってきました。また、ロータリー財
団主導により、個人奉仕より団体奉仕に重点が置かれるようになりました。このような国際ロータリー
における identity の変化に対して、私たちは identity の再構築をする必要があるのではないかと考えま
す。変化を恐れるのではなく、変化をリードする必要があるのではないでしょうか。
多様なロータリーという点では、当地区では 2000 年の尼崎中 RC の設立以来、地域に根差した従来
型のクラブは生まれていません。むしろ 2013-14 年度から 4 つのクラブがそれぞれの事情のもとに姿
を消しました。その意味ではロータリーは制度疲労を起こしているとも言えます。その反面、21 世紀
型のロータリークラブと言われる 3 つの新クラブが生まれました。ところで、5 月時点での当地区での
会員増 41 名のうち、新クラブは 11 名を占めています。3 クラブの会員数比率は地区の 2.7%に過ぎま
せんが、会員増の 27%を占めています。また女性会員は 12 名の増加、会員増の 29%を占めています。
世界では女性会員比率は 20.7%、もし、今でも男性会員のみだとすれば、会員数は 100 万人を割り、
1987 年以前に戻ることになります。一方、日本では、6.6%、当地区は 4.38%と 34 地区のうちワース
ト 2 ではありますが、会員増比率を見るに着実に変化は表れています。これらは今後のロータリーに
とっての会員増強と拡大のヒントになると思われます。
さて、バリー・ラシン会長の強調する項目に「ロータリーデー」の開催があります。クラブで、ある
いはグループで、さらには地区で大規模なロータリーデーの開催をし、公共イメージの向上を図ってほ
しいと呼び掛けています。
私自身、今年度の方針として 8 つの変革と 3 つの挑戦を掲げました。8 つの変革のうち、5 つはエレ
クト時代に既に終わりました。そして、3 つの挑戦の一つがロータリーデーとしての「HYOGO フェス
タ」の開催です。本年度の兵庫県政 150 周年を祝い、「ひょうご五国＋ワールドフェスタ」として。
11 月 3・4 日にメリケンパークで兵庫県政 150 周年記念事業として開催します。県からも 500 万円の
助成金を頂くことになりました。日頃、地域社会にしっかり貢献しているロータリークラブに期待する
旨、井戸知事からもお言葉を頂いております。ロータリーファミリーと共にロータリーの公共イメージ
と認知度の向上を図りたいと思います。HYOGO フェスタの成功に向けて、是非とも皆様方のご協力を
よろしくお願い致します。
また、もう一つの挑戦が地区大会を私の地元である加古川で開催することです。従来の神戸での開催
と違い、メンバーが手作りで準備を進めています。それがまたメンバーの活性化にもつながっています。
是非、インスピレーションをもたらす大会にしたいと思います。
最後になりましたが、一年間の皆様のご協力をお願いして、ガバナー訪問の挨拶とさせていただきま
す。

■ 閉会点鐘（山田

一郎 会長）
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■ 矢野

宗司ガバナー公式訪問

記念写真

■ 2018-19 年度青少年交換長期来日生紹介
Asia BARBA（アジア）
イタリア北西部のロンバルディア州コモ県にあるルラーテ・カッチーヴィオ
出身。2001 年 10 月 16 日生まれのオルタナティブ・ロックが好きな 16 歳。
ギターが上手になりたくて練習をしているところです。
音楽の他には読書が好きで、日本の漫画やアニメもよ
く読みます。
8 月 17 日(金)に関空に到着し、当クラブの白井地区青
少年交換小委員長宅にホームステイ中です。9 月からは自転車で姫路市立飾磨
高等学校へ通います。
VINCART Helene Heline Simonne Samoon（エレン）
ベルギーのワロン地域・エノー州の州都モンス出身。2001 年 5 月 3 日生まれ
の 17 歳。小さなころからピアノとバイオリンを習ってきました。読書も好き
で、フランスやイギリスの古典小説、科学書、歴
史を好んで読みます。
同じく 8 月 17 日(金)に関空に到着し、姫路南ロ
ータリークラブの中村滋彦会員宅にホームステイ
中です。9 月からは山陽電車とバスを乗り継いで姫路市立琴ヶ丘高等学校
へ通います。
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