
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 ８月 ２日（木）第 ５回（通算２０８７号） 

  

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

本年度第 ５回〔 ８月 ２日(木)〕      本年度第 ６回〔 ８月 ９日(木)〕 

プログラム    プログラム  

「新 入 会 員 歓 迎 会」＜全員登録＞ 「障害者就労移行支援事業について」 

 18：30～20：30   社会福祉法人すいせい 

 於:本館 3F須磨の間 理事長 岸 田 耕 二 氏 

    於:大歳の間 

 

シンギング  シンギング 

 「君が代」 「我等の生業」 

   

 

クールビズ実施期間 6月 1日(金)～9月 30日(日) バッジ着用 

 

 

 

 

8月誕生祝 小林君 11日 鴇田君 13日 磯田君 16日 木下君 24日 

 

会合予告  

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 

 

幹事報告  

① 次週 8月 9日(木)17：30より緑風館 1F大歳の間にてクラブアッセンブリー(ガバナー公式

訪問前)をガバナー補佐をお迎えして開催致します。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。 

② 一般財団法人兵庫県ボーイスカウト振興会より維持会費納入のお礼状を頂きました。 

③ 8月のロータリーレートは 1ドル 112円です。(7月 1ドル 110円) 

④ 週報 No.3でお知らせ致しました 8月 4日(土)開催予定の篠山 R.C.地区補助金プロジェクト

一般見学ですが、連日の猛暑により篠山市教育委員会との協議の結果、危機管理の観点か

らプロジェクト中止となりました。 

 

 

 

本日の MENU 仏蘭西割烹(活オマール海老のサラダ仕立て･黒毛和牛サーロインのロースト 淡路玉葱サラダ仕立て 他)  

 



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)・・・ 

＜西宮夙川 R.C.＞ 

日 時：2018年 8月 26日(日)13：00～16：30 

場 所：ホテルヒューイット甲子園 

プロジェクト名：各国の児童絵画を通じて地域文化振興を図るイベント群 

※人数制限あり。(シンポジウム 150名  ワークショップ 60名) 

※メークアップ可。 

 

７月２６日(木) 例 会 報 告                             

◆欠 席 者 磯田君･小林君･増田君･森田君･吉川君 

◆メークアップ 原田君(I.A.小委員会並びにオリエンテーション)7/22、澤村君(神戸中 R.C.)7/24、 

 永田君(公共イメージ委員会)7/25、田中君･善國君(明石 R.C.)7/25 

◆出 席 率  会員数２６（１９）名 出席者２１／２３名 出席率 91.30％ 

  出席率(メークアップ含まず)86.96％ 7/12補正 100％ 

 

会長報告 

① 毎日暑い日が続いています。今日は何をお話しようかと思っているのですが、会長報告と

いうのは季節と時事の話題を盛り込むのが鉄則だと伺いました。前回も猛暑日の話をしま

したが、ニュース等で「クーラーを使用して下さい」「身体を守って下さい」などと今ま

でに聞いたことのない言葉を耳にします。クーラーを使うのは贅沢でもったいないような

気がしますが、昨今の暑さは異常で、クーラーを使わないと知らないうちに熱中症になる

そうですので、皆さん気を付けて頂きたいと思います。 

② 本日、職業奉仕・青少年奉仕・国際奉仕 所信表明という事で、各委員長にお話頂きます。

非常に楽しみにしております。 

③ タイ・スタディーツアーのクラブ負担分とは別で、個人負担の費用のカンパを先々週より

奉加帳を回覧してご協力をお願いしましたところ、多くの方々のご賛同を頂きまして、個

人負担分の 50,000円を集めることができました。参加者は神戸国際大学附属高等学校

I.A.C.の近藤君です。本日、八代会員にお渡ししたいと思います。皆さん、ご協力ありが

とうございました。 

 

45周年準備委員会 

 突然のご案内で申し訳ないのですが、お時間の許す方は例会終了後お話したいことがあります

ので、よろしくお願いします。 

 

地区 I.A.小委員会 委員 原田会員 

 先週日曜、委員会に出席してきました。北タイ・アカ族水支援プロジェクトという事で、当ク

ラブからも支援金を頂きまして、合計で 57万円集まりました。当初、地区の方から 27万円ほ

ど出す予定でしたが、集まりました支援金だけでいけるようになりました。来週、タイの方へ

行ってステッカーを貼ってきます。今頃、タイで工事が始まっていると思いますので写真を

撮ってこようと思います。 

 

ニ コ ニ コ 箱（本日合計８，０００円／累計１５２，０００円） 

 藤田君(小坂委員長、鴇田委員長、八代委員長、所信表明よろしくお願いします)、澤村君(山中

さん、会員の皆さん、スタディーツアー(タイ)の神戸国際大学附属高等学校の生徒の費用につ

いてカンパ頂きありがとうございました)、八代君(野球の準決勝、3-2で報徳に負けました！こ

れまでのご声援ありがとうございました！) 

   7月ニコニコ箱合計１５２，０００円 

 

 

 

 



エンジョイＢＯＸ(本日合計３，０００円／累計２９，０００円) 

 藤田君、八代君 

    7月エンジョイ BOX合計２９，０００円 

 

☆他クラブよりのお知らせ 

 神戸中 R.C.  

神戸六甲 R.C.    

 

例会変更 

  神戸北 R.C. 8月 6日(月) 納涼例会の為 

  神戸中 R.C. 8月 21日(火)を 18日(土)に変更 有馬涼風家族例会の為 

  

休  会(お盆及び定款により) 

  8月 10日(金) 神戸西 R.C. 

  8月 13日(月) 神戸東灘 R.C. 神戸南 R.C. 神戸北 R.C. 

  8月 14日(火) 神戸東 R.C. 神戸ベイ R.C. 神戸六甲 R.C. 神戸中 R.C. 明石北 R.C. 

  8月 15日(水) 神戸須磨 R.C. 明石 R.C. 

  8月 16日(木) 神戸モーニング R.C. 神戸 R.C. 神戸西神 R.C. 明石西 R.C. 

  8月 17日(金) 神戸西 R.C. 明石南 R.C. 

 

会合開催報告 

 ・45 周年準備委員会 7 月 26 日(木)19：30～20：10 於:例会場前ロビー 出席者:6 名･事務局 2 名  

 

8月プログラム予告(予定) 

  2日 「新入会員歓迎会」 

  9日 「障害者就労移行支援事業について」社会福祉法人すいせい 理事長 岸田耕二氏 

 16日  休 会(お盆休み) 

 23日 「ガバナー公式訪問」 R.I.2680地区 ガバナー 矢野宗司氏 

 30日 「会員増強月間に因んで」 職業分類･会員増強委員長 山中 勉 

 

 

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 

8月 3日

（金） 

12:30 神戸西 *1 義肢装具士の仕事 神戸医療福祉専門学校 三田校 渉外部長 渡辺匡朗氏  

18:00 明石南 *3 郷土作家シリーズ「佐々木 猛作品展」の報告 山根金造会員 
 

8月 6日 

(月) 

12:30 神戸東灘 *4 臨時総会(決算･予算承認)/皆出席者表彰(前年度例会運営委員長) 

18:00 神戸南 *5 新入会員卓話              德田周士会員 

18:30 神戸北 *2 →移動例会 納涼例会の為 於:三宮ミュンヘン 

8月 7日 

（火） 

12:30 神戸東 *1 臨時総会(決算・予算)／歌唱指導 西村雅子 先生 

12:30 神戸ベイ *4 クラブアッセンブリー 

18:30 神戸六甲 *2 年次総会(決算･予算)        前年度･今年度会計 

18:30 神戸中 *1 会員増強･新クラブ結成推進月間に因んで 会員増強委員長 押部浩二会員 

12:30 明石北 *6 自転車で近場散策            岸本泰浩会員 

8月 8日 

（水） 

12:30 神戸須磨 *7 女性アスリートの健康を守る       益子和久会員 

12:30 明石 *6 矢野宗司ガバナー公式訪問 

8月 14日(火)の休会時、メークアップデスクの準備がございません。 



8月 9日 

(木) 

7：00 神戸モーニング *9 新時代の医療福祉のネットワーク     河原大樹氏 

12:30 神戸 *5 →18：00～に変更 神戸 R.C.創立 94周年記念例会の為 

12:30 神戸西神 *8 →18：00～に変更 納涼家族例会の為 於:ホテルセトレ 

17:30 明石西 * 未 定 一般社団法人キッチンコミュニケーション協会 理事長 鎌倉恵子氏  
  
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 学年度  米山記念奨学生・カウンセラー合同ミーティング  

 日  時：2018年 9月 9日(日)13：30受付 

 カウンセラーミーティング  14：00～16：00 於:JEC日本研修センター 大会議室 

 奨学生ミーティング  14：45～16：00 於:JEC日本研修センター 中会議室 

 奨学生・カウンセラー合同ミーティング 16：00～17：00 於:同上 大会議室 

 内 容：奨学生ディスカッションのテーブル発表・米山月間の卓話について等 

 交 流 会 17：00～ 於:香港茶楼 

 会 費：お一人様 5,000円（当日ご用意ください） 奨学生：無料 

出席者：米山奨学生 ラファエル･ヨギアさん・永田カウンセラー 


