
例会欠席される会員は、水曜日までに事務局にご連絡下さい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１８年 ７月 ５日（木）第 １回（通算２０８３号） 

  

──── 例 会 プ ロ グ ラ ム ────    ──── 次回例会プログラム ─────    

本年度第 １回〔 ７月 ５日(木)〕      本年度第 ２回〔 ７月１２日(木)〕 

プログラム   プログラム  

「会長・幹事  所信表明」 「音 楽 家 族 例 会」 

 会 長 藤 田 和 昭 ペーター･コヴァーチさん(ビオラ) 

 幹 事 渡 邉  浩  小林亜希子さん(バイオリン) 

 於:大歳の間   田中久美子さん(ピアノ) 

    於:本館 2F六甲の間 

シンギング  シンギング 

 「君が代」 「奉仕の理想」 

   

 

クールビズ実施期間 6月 1日(金)～9月 30日(日) バッジ着用 

 

 

 

 

7月誕生祝 小坂君 9日 

 

7月結婚祝 渡邉君 2日 八代君 3日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会合予告  

定例理事会① 7月 5日(木) 例会終了後 例会場 

海岸清掃 7月 14日(土) 清 掃 8：00～ 

茶話会 清掃終了後 

垂水漁港（雨天中止） 

長井珈琲倶楽部 

第 80回ほろにが会 7月 28日(土) 18：00受付 

18：30開会 

神戸ポートピアホテル 

本館地下 1階「偕楽」 

２０１８－２０１９年度上半期会費納入のお願い 

幹 事 渡邉 浩 

 

金 額  上期会費        １５０，０００円 

      45周年記念事業積立金⑦   ５，０００円   

                計 １５５，０００円 

振込先  三井住友銀行 垂水支店 普通預金 No. ５８４４５５４ 

口座名  神戸垂水ロータリークラブ 本会計  会 計 小林秀一 

※銀行振込にてお願いします。振り込み控えを領収書に代えさせて頂きます。 

本日の MENU タコと鱧のカルパッチョ･南瓜の冷製ポタージュ･海の幸のポワレ サラダ仕立て 他 

本日の BGM 「夏の思い出」「うみ」 他 



幹事報告  

 配付物 「ガバナー月信 7月号・ガバナー月信ファイル」「ロータリーの友 7月号」 

     「週報ファイル」 

 回覧物 「財団室 NEWS 7月号」「インターアクトクラブ会長･幹事研修会 資料」 

 

① 次週 7月 12日(木)の例会場は、本館 2F六甲の間です。 

② ・・・クラブアッセンブリーのご案内(澤村ガバナー補佐をお迎えして･公式訪問前)・・・ 

 日 時：2018年 8月 9日(木)17：00～18：30 於:緑風館 1F大歳の間 

※各委員長及び入会 3年未満の会員の方はご出席下さい。委員長が欠席の場合は代理の方 

 の出席をお願い致します。 

③ ・・・矢野
や の

宗司
むねよし

ガバナー公式訪問のご案内・・・ 

 日 時：2018年 8月 23日(木) 

 会長･幹事懇談会  17：15～18：15 於:緑風館 3F 360号室 

  例 会  18：30～19：30 於:緑風館 1F 五色の間 

④ ・・・第 36 回インターアクト地区年次大会のご案内・・・ 

大会テーマ：『私の可能性・未来の創造』 ～日本遺産デカンショのまちへようこそ～ 

日  時：2018年 8月 16日(木)～17日(金) 

 受付開始 16日 11：30（昼食を済ませてからご参加下さい） 

 解  散 17日 12：00（昼食前の解散となります。） 

場  所：ユニトピアささやま 

登 録 料：20,000円（ロータリアン） 

※詳細及び参加希望される方は事務局まで。 

⑤ 社会福祉法人兵庫盲導犬協会より「ワンダフル通信 No.86」を頂きました。各テーブルに置

いておりますので、ご入用の方はお持ち帰り下さい。 

 

６月２８日(木) 例 会 報 告                             

◆欠 席 者 河合君･森田君･八代君･吉川君 

◆メークアップ 原田君(I.A.小委員会･保護者説明会･オリエンテーション補講)6/23、 

 永田君･澤村君･鴇田君(トロント国際大会)6/23･24、原田君(I.A.C.)6/26 

◆出 席 率  会員数２５（１８）名 出席者２１／２２名 出席率 95.45％ 

  出席率(メークアップ含まず)81.82％  

 

ニ コ ニ コ 箱（本日合計５０，０００円／累計８８１，０００円） 

 近平君(橋本幹事この一年大変ご苦労様でした。楽しく出席させて頂きいい思い出になりました。

次年度の藤田会長頑張って下さいね！)、藤田君･中塚君･田中君･由良君(会長幹事ご苦労様でし

た)、原田君(鴇田会長･橋本幹事お疲れ様でした)、橋本君(会員の皆様、本年度大変お世話にな

りありがとうございました)、乾君(会長、幹事、皆様色々とありがとうございました。特に橋

本幹事には濱崎会長なきあと、一生懸命にゴールを決めて頂き、感謝感謝です)、木下君(今年

度 1年間お世話になりました)、小坂君(大変な一年でしたが無事に乗り切れました)、増田君

(ご無沙汰しております。皆さんお疲れ様でした)、八代君(会長･幹事様、1年間本当にお疲れ様

でした＆ありがとうございました！本日は仕事の為欠席しますが、盛会をお祈り致します)、 

善國君(鴇田会長、橋本幹事、ご苦労様でした。本年親睦委員会の皆様大変お世話になりました) 

  6月ニコニコ箱合計９７，０００円 

 

エンジョイＢＯＸ(本日合計２３，０００円／累計２１９，５６４円) 

 橋本君、藤田君、増田君、山中君(会長･幹事、ご苦労様でした)、善國君 

   6月エンジョイ BOX合計５２，０００円 

 

 

 



☆他クラブよりのお知らせ 

 神戸六甲 R.C.  7月 17日(火)は休会です。当日はメークアップデスクはございませんので 

  お越し頂いても受付できません。 

  

例会変更  明石北 R.C. 7月 31日(火)を 8月 5日(日)に変更 納涼例会の為 

 

会合開催報告 

 ・会長･幹事慰労会 6月 28日(木)18：30～20：20 於:舞子ビラ大歳の間  

  出席者:会員 18名･事務局 3名 

 

 

 

 

近隣クラブ例会プログラム（欠席会員はメークアップをして下さい） 

月日 時間 クラブ名/会場 プログラム 

7月 6日

（金） 

12:30 神戸西 *1 就任挨拶           会長･副会長･幹事･SAA 

18:00 明石南 *3 
会長･幹事就任挨拶、今年度委員会等の委嘱状交付式 

    日置晴喜会長･中山敬一幹事･委員長･担当者 他 
 

7月 9日 

(月) 

12:30 神戸東灘 *4 就任挨拶                  各委員長 

18:00 神戸南 *5 新入会員卓話              前田 盛会員 

18:30 神戸北 *2 

理事･役員･各委員長活動方針  

塩谷クラブ奉仕･岡本職業奉仕･山田社会奉仕･矢野国際奉仕･

美崎青少年奉仕･井関危機管理の各委員長 

7月 10日 

（火） 

12:30 神戸東 *1 
四大奉仕委員長挨拶  

松井照男職業奉仕･石原 守社会奉仕･松谷齊泰国際奉仕･田中寿夫青少年奉仕各委員長  

12:30 神戸ベイ *4 米山奨学生卓話      ヌルリナビンティアズミさん 

18:30 神戸六甲 *2 五大奉仕委員長就任挨拶Ⅰ(藤井･久保田･坂部各委員長) 

18:30 神戸中 *1 各委員長挨拶Ⅰ         各部門委員会委員長 

12:30 明石北 *6 就任挨拶  吉川 悟･榎本 浩･濱端 俊･豊島 修各理事 

7月 11日 

（水） 

12:30 神戸須磨 *7 
地区協議会報告 

クラブ奉仕(代) 植田芳光･職業奉仕 宇賀浩生･社会奉仕 門田敬造 各会員 

12:30 明石 *6 五大奉仕就任挨拶Ⅰ 

7月 12日 

(木) 

7：00 神戸モーニング *9 年度初め例会              黒川良彦会長 

12:30 神戸 *5 損保業界 50年～引越 20回で経験した事～ 内田 聡会員 

12:30 神戸西神 *8 

予算･決算報告 田中安幸会計／就任挨拶 社会奉仕 田中祥靖委員長  

(挨拶)長期交換留学派遣生 松尾知沙さん 

タイ王国スタディーツアー参加者 尾崎琴音さん 

17:30 明石西 * 五大奉仕委員会活動方針        五大奉仕委員長 
  
例会場： *舞子ビラ *1ホテルオークラ神戸 *2クラウンプラザ神戸 *3明康殿 *4神戸ベイ・シェラトン  

*5神戸ポートピアホテル *6グリーンヒルホテル明石 *7須磨観光ハウス *8西神オリエンタルホテル  
*9香港茶楼 



＜地区よりのお知らせ＞ 

 

・2018-19 年度  米山記念奨学セミナーおよび交流会 

日 時：2018年 7月 8日(日)<第 1部 セミナー> 受付 13：30～ セミナー14：00～16：45 

  会場：神戸女子大学 ポートアイランドキャンパス D501 教室 

 <第 2部 交流会>17：00～18：30 

  会場：神戸学院大学 ポートアイランドキャンパス内 

  カフェ＆レストラン ジョリポー 

 会費：5,000円 

出席者：藤田会長・中塚米山記念奨学委員長・ラファエル･ヨギアさん・永田カウンセラー 

 

・2018 -19 年 度 地 区 補 助 金 管 理 説 明 会 

日  時：2018年 7月 10日(火)15：00～17：00 

場  所：神戸三宮東急 REIホテル 3階ボールルーム A 

出席者:木下社会奉仕委員長･小林会計･事務局 瀧本 

※当日は「新版補助金申請・補助金管理マニュアル」を必ずご持参ください。 

 

・2018-19 年度  危機管理セミナー 

日 時：2018年 7月 15日(日) 受 付 10：00 10：30～12：00 

会 場：兵庫県私学会館 4階大ホール 

出席者：藤田会長・渡邉幹事・鴇田危機管理委員長 

※昼食が必要な方はご用意いたします。昼食代として 1,500円を当日お支払いください。 

 

・2018-19 年度青少年奉仕セミナー 

日 時：2017年 7月 15日(日)受 付 12：30 13：00～16：00 

会 場：兵庫県私学会館 4階大ホール 

出席者：鴇田青少年奉仕委員長 

 

＜Ｉ．Ａ．Ｃ．よりのお知らせ＞ 

【7月例会開催日】 10日(火)14：00～ 於:演習教室② 

 26日(木)14：00～ 於:演習教室② 

(特別時間割や夏休みのため、例会時間が早まっています) 

 


