
- 1 -

2019 ～ 2020 年度クラブ週報　No.36

6 月 24日例会（通算 2429 回）

　　１．開会点鐘（１２：３０）
　　２「四つのテスト」「クラブソング」
　　３．来客紹介
　　４．会長の時間
　　５．幹事報告
　　６．出席報告
　　７．委員会報告
　　８．ニコニコ箱紹介　
　　９．プログラム
　　　　「会長・幹事離任挨拶」　備谷信哉会長、三宅　敬幹事
　１０．閉会点鐘（１３：３０）
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6 月 17 日（水）例会記録

開 会 点 鐘

「それでこそロータリー」「クラブソング」

　3か月ぶりの例会です。会員の皆様、いかがお過ごしになられていた
でしょうか。緊急事態宣言、外出自粛など制限のある中、大変ご苦労成
されたことと推察いたします。当クラブにおきましても、花見例会、千
年希望の丘育樹事業を始め、いくつかの事業を中止したことは、皆様ご
承知の通りです。その間うれしいニュースがありました。それは、3名
方が入会されました。桂史郎会員、小林雄介会員、桝智雄会員のお三方
です。先々週の理事会前にWEB を使ってバッジの贈呈式の模様を案内
しましたので、ご存じの方もあると思います。後ほどご紹介します。皆様、
どうぞよろしくお願いします。
　6月に入り、私の会長の任期はあと 2週間です。今日は、以前開催した炉辺会合の報告をし
ていただきます。来週は、会長幹事離任挨拶です。なぜか、顔面の表情筋が緩みます。
　二十四節季では今頃は芒種。稲などの穀物の種まきの時期です。梅雨入りもし、田植えの季
節でもあります。例会を休む前の 3月は、寒い寒いと言っていましたが、蒸し暑い季節になり
ました。七十二候では梅子黄 ( うめのみきなり ) 梅の実が黄ばんで熟すころです。梅干し、梅
酒を作り始めるのに適したころです。この梅干しですが、クエン酸が豊富に含まれ健康食品と
して愛用されています。「塩梅」という言葉がありますが、これはもともとうめの塩漬けがうま
くいったことを表していて、加減や調整がうまくいったときに使われます。
　プロ野球が、明後日19日に開幕し、Jリーグも7月4日に再開されます。制限のある生活が徐々
に解除され、新型コロナウイルス肺炎 ( 武漢肺炎 ) の終息は近いと思いますが、東京では連日
40名以上の感染者が報告されています。東京へ出張される会員の方も多いと思います。まだま
だ油断せず気を付けていただきたいと思います。手洗いと同時に、口の中も清潔に保ち、自分
は感染しない、人に感染させないようにしましょう。

会 長 の 時 間 ……………………………… 備谷信哉会長

＜古稀のお祝い＞

＜お祝い・４月分＞
　〇銀婚式のお祝い・・島田進一会員
　〇会員誕生日のお祝い・・

７日　振角憲治会員、９日　石川　誠会員、１３日　重岡良則会員
　　１８日　三木健児会員
　〇結婚記念日のお祝い・・２１日　永岡準司会員、２８日　関本盛男会員
　〇夫人誕生日のお祝い・・１日　本田会員夫人、１３日　吉田会員夫人
　〇永年会員精勤賞のお祝い・・
　　　関本盛男会員（３６年間）、新　三郎会員（２１年間）
　　　澤田脩一会員（５年間）
　〇皆勤賞のお祝い・・中村正行会員（７年間）、林野　裕会員（５年間）
＜お祝い・５月分＞
　〇銀婚式のお祝い・・河合　淳会員



- 3 -

　〇会員誕生日のお祝い・・
　　　　１７日　細野友克会員、２３日　新　三郎会員・横田盛策会員
　　　　２７日　丸尾将満会員、３０日　澤田脩一会員
　〇結婚記念日のお祝い・・
　　　　　３日　山田　剛会員、　　５日　吉原初生会員、　１０日　石田文徳会員
　　　　１５日　赤西弘光会員、　１７日　河合　淳会員、　２２日　横山健彦会員

２８日　林野　裕会員
　〇夫人誕生日のお祝い・・1日　中村（浩）会員夫人、永岡会員夫人
　〇皆勤のお祝い・・島田会員（11年間）
　＜お祝い・６月分＞
　〇会員誕生日のお祝い・・１９日　中村浩一会員
　〇夫人誕生日のお祝い・・　

８日　桂会員夫人、　１２日　赤西会員夫人、横山会員夫人
　　　　１７日　重岡会員夫人、　２９日　関本 ( 慶 ) 会員夫人
　　　おめでとうございます。　　
　　　　　　　　　　
　〇地区大会表彰　＜１００％連続出席優秀会員＞
　　　　　　　　　　　２５年間　赤西弘光会員

　〇��国際ロータリー日本事務局より関本盛男会員にマルティプル・ポールハリスフェローの
　　ピンが届いております。

　〇米山記念奨学会より北野会員に第１回米山功労者の感謝状が届いております。

　〇地区より三宅会員に 2020 ～ 21 年度地区委員委嘱状がまいっております。
　　2020 ～ 21 年度国際ロータリー第 2680 地区　
　　国際奉仕委員会　国際奉仕小委員会　委員
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＜地区大会表彰１００％連続出席優秀会員＞

〇（公）ロータリー米山記念奨学会よりマンスリーニュース「ハイライトよねやま」がまいっ
ておりますので回覧します。

〇ガバナー事務所より「2021 年 RI 台北国際大会地区旅行」の案内がまいっております。
　　日　程；2021 年　6月 11日（金）～ 14日（月）
　　旅　程；別添行程表を参照ください。
　　登録料；６／ 20～ 26・・・３１５＄、６／ 27～３／ 31・・・365 ＄
　　　　　　12／ 16～ 3／ 31・・・440 ＄
　申し込み締め切り；2020 年 8月 31日

〇「2020 ～ 21 年度姫路西 RC会員お祝い表」を回覧しますのでご確認下さい。
　誤りがございましたら訂正をお願いします。
　
〇例会終了後、桃山の間に於きまして「第 1回次年度準備クラブアッセンブリー」を開催しま
すので次年度理事役員・委員長の方は出席下さい。
　委員長が欠席の場合は副委員長または委員の出席をお願いします。

＜例会変更通知＞
　高砂青松 RC　6／ 24「休会（定款第 7条第 1節（ｄ）（３））」
　高砂 RC　　　6／ 26「　　　　　　　　〃　　　　　　　　」
　姫路南 RC　　6／ 29「第 4回ほろにが会」於；ホテル日航姫路

17：30～例会・18：00～第４回ほろにが会

幹 事 報 告 ……………………………… 三宅敬幹事
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出 席 報 告 ……………………………… 國富俊輝副委員長

“出席は第一のクラブ奉仕である”
会員数 出席数 当 日

出 席 率
前々週メー
クアップ数

出 席
免除者

前 々 週
欠席者数

64 42 65.63％ 6 10 9

��＜当日欠席会員＞��　
上野・永川・岡田・片岡・小林・関本 ( 慶 )・德長・仲上・中農・藤橋・桝・松田・吉井
鷲尾　各会員

＜ �3 ／　４分　メークアップ＞�　　　�
2 ／２３（ｅクラブ）片岡会員　　３／　４（ｅクラブ）岡田・振角・本田　各会員
３／１０（ｅクラブ）河上会員　　３／１８（ｅクラブ）山崎会員

赤西会員・・・コロナに負けるな。自祝２件（結婚記念日・妻誕生日）。
石川会員・・・Birthday�cerebration。
石田会員・・・結婚記念日自祝。
河合会員・・・5月結婚記念日・銀婚式自祝。
河上会員・・・すみません。２月妻の誕生日祝い自祝を忘れていました。
重岡会員・・・本人と奥様の誕生日自祝。うちの奥様は本日で朝からうるさい。。
島田会員・・・皆様、お久しぶりです。銀婚と皆勤自祝。
関本 ( 盛 ) 会員・・・コロナで大変です。結婚記念日自祝。
永岡会員・・・家内誕生日・結婚記念日自祝。
中村 ( 浩 ) 会員・・・夫婦誕生日自祝。久々の例会、うれしいですね！
新会員・・・誕生日、永年会員精勤賞自祝。
林野会員・・・結婚記念日自祝。
振角会員・・・誕生日自祝。４６歳になりました。
細野会員・・・５月１７日、誕生日自祝。
本田会員・・・妻誕生日自祝。ありがとうございました。
丸尾会員・・・誕生日自祝。
横田会員・・・誕生日自祝。
横山会員・・・自祝Double です。めでたいような？？結婚記念日・妻誕生日自祝。
吉田会員・・・本当に久しぶりの例会です。皆様、コロナ大丈夫のようで良かったです。
　　　　　　　家内の誕生日、ずっと前でしたが自祝いたします。
吉原会員・・・結婚記念日自祝。

ニ コ ニ コ 箱 ……………………………… 赤西弘光ＳＡＡ

・・・�お久しぶりです。皆さん、お元気で何よ
りです。

　��コロナに負けず頑張りましょう。

伊賀・石橋・大谷・桂・北野・國富・小山・澤田
白川・高吉・田路・辻・中村 (正 )・萩野・備谷
帽田・前田・三木 (健 )・三木 (通 )・三宅・山崎
山田・横田　各会員

}
ニコニコ集計 6月 17日例会分

当日件数 43件 累計件数 1141 件

当日金額 149,000 円 累計金額 1,812,000 円

lenovo-pc20
長方形
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プ ロ グ ラ ム ……………………………… 帽田剛史プログラム委員長

「後期炉辺会合報告」

＜炉辺会合Ａ班＞

日　時：2020 年 3月 4日（水）18時 ˜20 時
場　所：高浜倶楽部
出席者：◎三木 (健）会員・伊賀会員・島田会員・三木（通）会員
議題
1.�「親子会員・兄弟会員の割引について」
・割り引くと言っても入会金のいくらかでしょう。
・割り引いたことで、入会者が増えるとも思えない。
・割り引きで入会を勧めるというのはいかがなものか。
・現状のままでよいのではないか。

2.�「漢江との交流について」
・費用と時間がかかりすぎ。
・3日間つきっきりではなくて、例会の 1日だけにしたらどうか。
・漢江の若いメンバーはどう思っているのだろうか。
・姉妹クラブの解消までせず、ゆるやかな関係で行きたい。
・原則姫路に来てもらいたい。京都や宮崎での例会は負担だった。
・�こちらが韓国に行くときも歓待してくれるのはありがたいが、漢江のメンバーにも負担
なのではないか。

＜�炉辺会合�B 班＞

日　時：令和２年３月４日（水）１８時３０分～
場　所：VinVin
出席者：◎澤田会員・三宅会員・帽田会員・横山会員（書記）
議題
1.「親子や兄弟会員割引をつくるかどうか」
【参加者の意見】
　入会金の免除については、NOだが、会費については、見直しもありではないか。

2.「来年度の漢江 RCとの交流のあり方について」
【参加者の意見】
（１）20年も前には、個人的にも深いお付き合いがあったが、最近は交流が少ない。

（２）�2 ～３年前に、少し「行き過ぎ」感のある交流行事が続き、当クラブにおいて、人・お金・
時間ともに負担が重くなったように思う。

◎リーダー
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（３）�先方のクラブには、BIG（高名）な人もおられ、当クラブにとってここ数年の交流は、や
や背伸びをしたお付き合いの感があり、クラブの運営上も、負担感が出てきたように思う。

（４）�日韓の政治・経済問題もあり、結果的ではあるが、今後は、あまり大がかりな事をせずと
も、お互いに無理のない規模・内容の交流でよいのではないか。

（５）�政治問題も影響し、『友好クラブ』としての関係を維持・継続するために、双方の努力が
いっそう必要な時期にきているのではないか。そのための方策として、クラブ公認の同好
会のような方式で、積極的に交流できるようにする、とか。

＜炉辺会合 C班＞

日　時：令和�2 年�3 月�5 日　　�18：30 ～ 21：00
場　所：弥次喜多本店（姫路市南町�27）
参加者�：◎大谷会員・高吉会員・林野会員・山田会員
議題
1.�「親子や兄弟会員割引をつくるかどうか」
・そもそもなんでこんなテーマが出てきたのか？
・代表変更に伴う入れ替わりの入会や、転勤族の入会金免除は妥当。
・親子は別なのではないか？
・名刺交換すらしたことの無い会員がいる
・炉辺会合が４人なんてありえない話やろ‼
・ロータリーに対する意識の低さ
・リーダーを立てるという気持ちの無さ
・そもそも、こんな時期に例会してええんか！

2.�「来年度の漢江 RCとの交流のあり方について」
　�姉妹ロータリーというもの自体、なかなかあるものではない。どこかで交流が終わるタイミ
ングは来ると思うが、先輩方がそこまでの関係性を大変な苦労をして作ってくれたというこ
とは、財産である。
　�先人たちが築いてくれた歴史は偉大である。その歴史や伝統をないがしろにしてはいけない。
よって、交流を続けることが筋というもの。

今回の炉辺会合は、４名という寂しい人数の上、コビット君の影響でお店にいた客は私たちだ
けという状況でした。
しかし、議論は次第にヒートアップし、テーマからはかけ離れたものになりました。しかしな
がら、少人数ならではの大人数では出てこないような本音の話を聞くことができました。時代
が変わり、姫路西 RCとしてもどうしたら人が集まるのか？ということを考えなければならな
いということを感じました。
しかしやはり、先輩方の心の奥底には RCへの熱い思いがあり、『楽しくやる』ことがロータリ
ーライフであり、水曜日をもっと楽しくしたい！という思いは共通であることを再確認しまし
た。
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＜炉辺会合D班＞

日　時：令和２年３月１０日（火）18：30～
場　所：おとと
参加者：◎河合会員・岸元会員・藤橋会員・関本会員（書記）
議題
1.� 親子や兄弟会員割引をつくるかどうか

• 親子会員は、当クラブ、他クラブも少ないケースである。
• 割引システムを作ることにより会員増強の一助となるならば検討の余地あり。
• あくまで個人会員なら親子であろうとそれぞれが支払うべき。しかし個人参加だが
法人の代表として個人が参加している性質であれば割引もありかもしれない。

　結論：需要があり、必要性があると判断すれば検討してもよい。

2.� 来年度の漢江 RCとの交流のあり方について
• 交流期間も長く続いているので、今後も含めて人的交流が有意義に発展する可能性が
あるならば、断絶するのはもったいないのでは。

• クラブの行動基準である国際交流に照らしても簡単に交流停止することは再考の余地
があるのでは。

• 双方クラブの負担は結構大変な部分もあり、それを無視して過剰に交流を続けること
は適切ではない。

• 同好会案があるが、正式に交流していたものを格下げのような扱いにすることは相手
方にとって失礼ではないのか。

　結論：漢江 RC団長である田（チョン）氏が引退されるまでを目安に交流を続けてはどうか。

上記２議案に対する結論
「４つのテスト」に照らし見て、行動を再考することが基本である。
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＜炉辺会合 E班＞

日　時：令和２年　３月１１日（水）１８時～
場　所：本田会員自宅
参加者：◎本田会員・國富会員・白川会員・新会員・前田会員・吉田会員・北野会員

議題
1.「親子や兄弟会員割引をつくるかどうか」
　・夫婦の会員はどうかと思う。
　・親子は入会金等多少の優遇があってもいいと思う。
　・兄弟での会員は別のＲＣに入会されている方はあるが実際には見込み薄いのでは

2.「来年度の漢江 RCとの交流のあり方について」　
　・なかなかこのような交流をしているクラブはないので、続けてもいいのではないか
　・交流への賛成の会員と反対の会員がはっきり別れている現状もある
　・政治や宗教を抜きにしての国際交流は価値があると思う。
　・�全く参加しない会員もおられるので、クラブとしての膨大な予算を使うことに少し疑問
を感じることがある。

　・�他の事業でも全員に声をかけていても参加しない会員はいるので、気にしなくてもいい
と思う。

　・ほんとうの意味での国際交流が長年続いていて、貴重な事業だと思う。
　・先輩方の尽力もあり、現在に続いている良い交流事業だと思う。
　・時代の変化共に形や方法を変えたりして実施してはどうか。
　・内容を精査し、ある程度簡略化するなどして継続してもいいのではないか
などなどの意見が出ました。

＜炉辺会合 F班・G班＞

日　時：令和 2年 3月 12日（木）18：30～ 20:30
場　所：市佳
参加者：◎永岡会員、備谷会長、赤西会員、石川会員、中村（正）会員、山水会員、河上会員
議題
1.「親子や兄弟会員割引をつくるかどうか」
・現在の規約を確認する必要があるが、現在は親子入会金は半額、年会費は一律となって
いるのでは。親が存命で同時期に親子会員となった場合のみ半額としているのではなか
ったか？転勤者は半額。この機会に規約確認要。

・参加者の賛否：割引賛成 0名、反対 7名
・地区に支払う金額などは変わらないため、年会費を半額にするのはどうか。
・入会金を 0円にするのはどうか。
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・会員は平等という精神から言えば同じでよい。

2.「来年度の漢江 RCとの交流のあり方について」
・参加者の賛否：交流反対２名、賛成５名
・国民性の違いは大きい。
・お互い好きな人たちだけで交流すればどうか。
・過去に姉妹提携締結に努力された先輩がいることもないがしろにできない。
・毎年の交流が重い、5年に一回の交流とかにすればどうか。
・一気に提携解消は難しいのではないか。
・会長職は負担感大きい。漢江 RCは会長がすべて負担しているらしい。
・先方も日本嫌いの人は来ない。
・漢江 RCの創立は西 RCより 1年遅いが、韓国ではステータスが高いクラブ。
・同好会を作ればどうか？交流したい会員が参加。アテンドは同好会の会長が実施。
・クラブ会員の 3分の 1の反対があるなら、続ける必要ないのではないか。反対の人にも
負担させている。反対が少ないのであればクラブ（おおよそ）全体の意見ということで
すすめてもよいが・・・反対者が一定いるのにクラブ負担にするから難しい。

・過去に交流会でみんな苦労したと言っているのに、それを続ける必要はないのでは。交
流によって不満ばかりになる。

・今回の炉辺で今後の方向性を決めていこう。
・同好会でよいのではないか。いろんな国や地域（国内も）と同好会で提携すれば。
・クラブ提携の解消手続きは必要なのか。協定書もある。
以上

＜訂正のお願いとお詫び＞
　週報№３５、１４頁　新入会員紹介欄　桝　智雄会員推薦者が横山健彦会員となって
　おりますが、大谷拓洋会員の間違いです。
　訂正をしてお詫び申し上げます。
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２２．．理理事事

会長 吉田　和正 クラブ奉仕 石田　文徳

直前会長 備谷　信哉 職業奉仕 赤西　弘光

会長エレクト 石田　文徳 社会奉仕 振角　憲治

幹事 丸尾　将満 国際奉仕 重岡　良則

会計 島田　進一 青少年奉仕 横山　健彦

ＳＡＡ 岸元　善之 親　睦 片岡　和樹

関本慶次郎 プログラム 三宅　　敬

伊賀　義高 ﾛｰﾀﾘｰ情報 備谷　信哉

３３．．常常任任委委員員会会とと特特定定事事業業委委員員会会 委員長が理事となる特定事業委員会

常任委員会 特定事業委員会 委員長
大谷　拓洋 國富　俊輝

中村　浩一 備谷　信哉

藤橋　拓志 前田　　洋

三木　健児 三宅　　敬

山田　　剛 山水　　満

吉原　初生

桂　　史郎 河合　　淳

河上　直人 小林　雄介

重岡　良則 白川　了一

高吉　千秋 桝　　智雄

松田　美生 山根　健嗣

吉井　雅康 鷲尾　和正

プログラム 三宅　　敬 帽田　剛史 鷲尾　和正

ﾛｰﾀﾘｰ情報 備谷　信哉 本田眞一郎 岸元　善之

出席 大谷　拓洋 片岡　和樹

クラブ会報 吉原　初生 横田　盛策 吉井　雅康

雑誌 前田　　洋 河上　直人 萩野　清秀

広報 三木　健児 岡本　昌典 松田　美生

記録 山田　　剛 小山　恵生 林野　　裕

会員増強 藤橋　拓志 澤田　脩一 本田眞一郎

会員選考 中村　浩一 大坪　愼一 新　　三郎

職業分類 〃 　　　　〃

ﾌｪﾛｰｼｯﾌﾟ推進 山水　　満 瓦井　敏之 本田眞一郎

ソング 國富　俊輝 林野　　裕 藤橋　拓志

振角　憲治 福原　良介 帽田　剛史

環境保全 北野　華織 三木　健児 山田　　剛

赤西　弘光 石橋　悦次 德長　宏司

重岡　良則 三宅　　敬 北野　華織

横山　健彦 辻　幸次郎 田路　裕之

４４．．特特定定分分野野委委員員会会

委員長

本田眞一郎 石川　　誠 野瀬　　操

石川　　誠 関本　盛男 山崎喜代志

岡田　和也
伊賀　義高
中村　浩一
本田眞一郎

岸元　善之
備谷　信哉

吉原　初生

萩野　清秀 振角　憲治

米山奨学会 新　　三郎 三木　通嗣

副委員長特定分野委員会

ロータリー財団

青少年奉仕

職業奉仕

社会奉仕

関本　盛男 永岡　準司

德長　宏司

戦略計画

親睦 片岡　和樹

横山　健彦

仲上　善夫

吉原　初生

丸尾　将満
関本慶次郎

鷲尾　和正

山田　　剛

横山　健彦

永岡　準司

帽田　剛史

　　　　〃

中村　浩一

島田　進一

会計監査（前々会長）

前田　　洋

中村　浩一

萩野　清秀

（右の委員
会は、クラ
ブ奉仕委員
会に属する
特定事業委
員会です）

山水　　満

石田　文徳 関本慶次郎

振角　憲治

山田　　剛

小山　恵生 福原　良介

高吉　千秋 林野　　裕

クラブ奉仕

２２００２２００～～２２１１年年度度　　姫姫路路西西ロローータタリリーーククララブブ委委員員会会構構成成表表

永岡　準司

藤橋　拓志

伊賀　義高

田路　裕之

田路　裕之

白川　了一

委員

細野友克

役
員

理
　
　
事

副委員長

副幹事（次年度幹事）

１１．．役役員員

副会計：新　三郎、三木健児　副ＳＡＡ：新三郎、高吉千秋、島田進一、萩野清秀

委員

常任委員会

特定委員会

辻　幸次郎

＜出席要請者＞
吉田　和正
石田　文徳

片岡　和樹

中村　浩一

三木　健児

国際奉仕

河合　　淳

高吉　千秋
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会報委員会では、皆様により親しんで頂ける会報作りに努力致しております。
趣味や、読まれた本の紹介、雑感、企業情報等ご投稿下さいますようお願い致します。

クラブ会報委員会
　委員長：関本慶次郎　�副委員長：永川太郎・山水　満　委員：片岡和樹・前田　洋

電子メールの方は下記までお送り下さい。
事務局　himeji-west@tiara.ocn.ne.jp

次 週 プ ロ グ ラ ム

当 ク ラ ブ

７／　１ 「会長・幹事就任挨拶」　　　　　吉田和正会長・丸尾将満幹事

７／　8
「五大奉仕委員長就任挨拶」　　
　　　　石田文徳クラブ奉仕委員長・振角憲治社会奉仕委員長
　　　　赤西弘光職業奉仕委員長

神 崎 Ｒ Ｃ ７／　2
「会長・幹事・西播第一グループガバナー補佐就任挨拶」
　　　小林正一会長・依藤義光幹事・波多野良則ガバナー補佐

姫路中央ＲＣ ７／　2 「会長所信」　　　　　　　　　　　　　　　　　藤森久嘉会長

姫 路 南 Ｒ Ｃ ７／　6 「会長・幹事挨拶」　　　　　　　岡本哲侍会長・髙谷宗治幹事

姫 路 東 Ｒ Ｃ ７／　6 「未定」

姫 路 Ｒ Ｃ ７／　7 「会長・幹事就任挨拶」　　　　　　城　守会長・入江道弘幹事

The West to Love

１．夢前の流れ　白鷺の城
　　我らの思いは　奉仕の理想
　　輝け西ロータリー　愛の歯車
　　姫路西ロータリー　共に栄えん！

２．緑も深き　青き峰々に
　　響く蹄

てつ

の音
ね

　銀の馬車道
　　輝け西ロータリー　愛の歯車
　　姫路西ロータリー　共に栄えん！

四つのテスト

真実か　どうか
みんなに　公平か
好意と友情を深めるか
みんなのためになるかどうか


