
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２６日（木）第 ４回（通算２０８６号） 

  

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

本年度第 ４回〔 ７月２６日(木)〕      本年度第 ５回〔 ８月 ２日(木)〕 

プログラム   プログラム ＜全員登録＞ 

「職業奉仕･青少年奉仕･国際奉仕 所信表明」 「新 入 会 員 歓 迎 会」 

 職業奉仕委員長 小 坂 敏 哉 18：30～20：30 

 青少年奉仕委員長 鴇 田 香 織 於:本館 3F須磨の間 

 国際奉仕委員長 八 代  智 

 於:大歳の間 

シンギング  シンギング 

 「夏は来ぬ」 「君が代」 

   

 

クールビズ実施期間 6月 1日(金)～9月 30日(日) バッジ着用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会合予告  

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」 

定例理事会② 8月 2日(木) 例会終了後 例会場 

クラブアッセンブリー 8月 9日(木) 17：30～18：30 大歳の間 

臨時総会 8月 9日(木) 例会終了後 例会場 

ガバナー公式訪問 8月 23日(木) 会長幹事懇談会17：15～18：15 

例 会   18：30～19：30 

緑風館 3F 360号室 

緑風館 1F 五色の間 

 

 

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 茄子田楽･播州鶏赤穂塩焼き･かにゆば揚げ･茶碗蒸し･お造り･ご飯･香の物･赤出汁 

本日の BGM 「海」「浜辺のうた」 他 



幹事報告  

 回覧物 「タイスタディーツアー カンパ」 「豪雨被害 義援金」 

 

① 本日、藤本靖子氏の照会カード提出〆切日です。未提出の方はご提出よろしくお願い致し

ます。 

② 次週 8月 2日(木)は新入会員歓迎会です。例会時間は 18：30～20：30、例会場は本館 3F 

須磨の間です。アルコールが出ますので、お車でお越しの方はご注意下さい。 

③ 兵庫県ボーイスカウト振興会維持費として 10,000円送金致しました。 

④ 8月 16日(木)はお盆の為休会です。 

⑤ ・・・地区補助金プロジェクト見学訪問のご案内(詳細及び参加希望は事務局まで)・・・ 

＜甲子園 R.C.＞ 

日 時：2018年 8月 18日(土)11時～14時 ※雨天中止 

場 所：新西宮ヨットハーバー及び西宮浜 

プロジェクト名：母子・父子家庭の為のヨットクルージング体験 

※船の定員上、見学者が一緒に乗船する事は出来ません。会場の都合上、先着 4 名様までとさせて頂きます。 

※メークアップ可 

 

＜尼崎西 R.C.＞ 

日 時：2018年 9月 9日(日) 13：30 開場 14：00～15：30 

場 所：都ホテルニューアルカイック 3階 鳳凰の間 

プロジェクト名：地域の高齢者と一緒に楽しむ落語会 

※人数制限 20名。メークアップ不可。 

 

＜尼崎中 R.C.＞ 

日 時：2018年 10月 9日(火)8：30～9：30 

場 所：尼崎市立難波小学校 

プロジェクト名：小学校児童の自転車安全教育に対する支援 

※会場の都合上、登録先着 5名までとさせて頂きます。メークアップ可。 

 

７月１９日(木) 例 会 報 告                             

◆ゲスト 藤本靖子さん 

◆欠 席 者 小坂君･森田君･吉川君･善國君 

◆メークアップ  澤村君(神戸西 R.C.)7/13、田中君･善國君(明石南 R.C.)7/13、藤田君･原田君･ 

 澤村君･鴇田君･渡邉君(危機管理セミナー)7/15、原田君･澤村君･鴇田君(青少年 

 奉仕セミナー)7/15、藤田君･澤村君(神戸須磨 R.C.)7/18、澤村君･鷲尾君(神戸西神 

 R.C.)7/19 

◆出 席 率  会員数２６（１９）名 出席者２２／２３名 出席率 95.65％ 

  出席率(メークアップ含まず)91.30％ 7/5補正 100％ 

 

会長報告 

① 暑い日が続きます。今日も猛暑日ですが、1日の最高気温が 35度以上の日は猛暑日、30度

以上は真夏日、25度以上は夏日だということです。猛暑日が続いておりますが、皆様体調

を崩されないよう、水分補給をしっかりなさって下さい。 

② 7月 15日(日)、危機管理セミナーに出席しました。その中でロータリアンは青少年奉仕活

動の中で、若い人達に対して色々気遣い、寄り添わなければならないというお話がありま

した。また、外部講師として、神戸大学の精神科の医師の方より脳についてのお話があり

ました。人間というのは、何か問題があって、それを分析し、解決することにより、その

喜びが脳を活性化させるそうです。脳細胞をつなぐシナプスから問題を解決するとドーパ

ミンが出て、それが脳に満足感を与えるそうです。私も感動が薄くなり、そういうところ

が弱くなってきているので、会長職を通してどんどんドーパミンを出してロータリーの発

展に尽くしていきたいと思いました。 



鷲尾会員 

① 45周年のロゴができましたので、木下実行委員長と星島次期会長にメールで送信しており

ます。ご検討をお願いします。 

② 元神戸ハーバーR.C.会員の迫田孝二さんが本日の午前 0時ご逝去されたそうです。ご親交

のあった方がおられたらと思いご報告させて頂きました。 

 

ゴルフ同好会 

 9月 16日(日)、17日(月･祝)、よみうりカントリークラブと ABCゴルフ倶楽部でゴルフコンペ

を行います。夜は由良会員にお手配頂きまして、エクシブ有馬離宮に泊まり、ひとときを過ご

す予定です。ご案内を配付しておりますので①よみうりカントリークラブ②ABCゴルフ倶楽部③

宿泊の該当する番号に○をつけて事務局までご提出下さい。回覧もしておりますので、そちら

にご記入頂いても結構です。エクシブ有馬離宮は 16名予約して頂いております。多数ご参加下

さい。 

 

ニ コ ニ コ 箱（本日合計３７，０００円／累計１４４，０００円） 

 藤本靖子さん(夫 藤本典彦が永年お世話になりまして誠にありがとうございました。神戸垂水

ロータリーソングを久々にお聞きし、胸いっぱいになりました。どうぞ今後共よろしくお願い

致します。どうぞ、お手柔らかくね)、藤田君･小林君･増田君･鴇田君･由良君(藤本さん、よう

こそ！よろしくお願いします)、磯田君(暑いのに参加できて)、山中君(藤本さん、本日出席 

ありがとう) 

 

エンジョイＢＯＸ(本日合計１２，０００円／累計２６，０００円) 

 藤田君、鴇田君(楽しい時間を過ごしましょう) 

 

☆他クラブよりのお知らせ 

 例会変更 

  神戸 R.C. 8月 9日(木)18：00～に変更 神戸 R.C.創立 94周年記念例会の為 

 

会合開催報告 

 ・垂 水 海 岸 清 掃 7月 14日(土) 清 掃 8：00～ 於:垂水漁港  

     出席者:会員･米山奨学生･家族他 12名 

    茶話会 9：00～ 於:長井珈琲倶楽部  

    出席者:ロータリアン 8名･プロバス 6名･I.A.C.6名 

 ・危機管理セミナー 7月 15日(日)10：30～12：00 於:兵庫私学会館 4F  

  出席者:藤田･原田･澤村･鴇田･渡邉各会員 

 ・青少年奉仕セミナー 7月 15日(日)13：00～16：00 於:兵庫私学会館 4F  

  出席者:原田･澤村･鴇田各会員 

 ・2017-18年度臨時理事会 7月 19日(木)例会前 出席者:11名 

   (持ち回り) 

 

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 27日

（金） 

12:30 神戸西 *1 →例会変更 納涼家族例会の為 

18:00 明石南 *3 直前年度決算報告 吉田 廣会計／今年度事業計画 中山敬一幹事 
 

7月 30日 

(月) 

12:30 神戸東灘 *4 卓 話 

18:00 神戸南 *5 ガバナー公式訪問  矢野宗司ガバナー(加古川中央 R.C.) 

18:30 神戸北 *2 
各委員長活動方針  

長手プログラム･山田プロバス･松田 R 財団･井関米山奨学の各委員長 



7月 31日 

（火） 

12:30 神戸東 *1 ガバナー補佐訪問 神戸第 1グループ G補佐 山本秀憲氏 

12:30 神戸ベイ *4 休 会(定款により) 

18:30 神戸六甲 *2 休 会 

18:30 神戸中 *1 休 会(定款により) 

12:30 明石北 *6 →8月 5日(日)に変更 納涼例会 於:北野クラブ・ソラ 

8月 1日 

（水） 

12:30 神戸須磨 *7 ガバナー公式訪問          矢野宗司ガバナー 

12:30 明石 *6 未 定 

8月 2日 

(木) 

7：00 神戸モーニング *9 あなたが英語を勉強し始められない理由   秀村祐二氏 

12:30 神戸 *5 市営交通の歩み             佐藤一郎会員 

12:30 神戸西神 *8 ガバナー公式訪問          矢野宗司ガバナー 

17:30 明石西 * 未 定 特定非営利活動法人学習支援ソサエティ「命の根」代表 大江平治先生 
  
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 

 

 

 

 

 

 

 

 


