
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３０日（木）第 ７回（通算２０８９号） 

  

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

本年度第 ７回〔 ８月３０日(木)〕      本年度第 ８回〔 ９月 ６日(木)〕 

プログラム    プログラム  

「会員増強月間に因んで」 「トロント世界大会に参加して」 

 職業分類･会員増強委員会  永田哲也会員･澤村正夫会員･ 

 委員長 山 中  勉 鴇田香織会員 

 於:大歳の間   於:大歳の間 

シンギング  シンギング 

 「峠の我が家」 「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  

定例理事会③ 9月 6日(木) 例会終了後 例会場 

ゴルフ同好会 

遠征ツアー 

9月 16日(日) 

・17日(月･祝) 

9：57スタート 

9：06スタート 

よみうりカントリークラブ 

ABC ゴルフ倶楽部 

 

幹事報告 

 配付物 「ハイライトよねやま 221」「臨時総会 議事録」 

回覧物 「8月例会報告･検討事項(平成 30 年 8月 8日)」(垂水プロバスクラブ) 

    「米山梅吉記念館 館報 Vol.32」「基隆東 R.C.週報」「THE ROTARIAN 9 月号」 

  

① 先週、台風の接近に伴い例会取りやめとした為、ガバナー公式訪問は 9月 27 日(木)に延期

となりました。 

② 平成 30年 7月豪雨被害支援として、ガバナー事務所へ 24,000 円送金致しましたところ、

お礼のお手紙を頂きました。地区内のクラブより総額 2,755,395円の支援が集まり、

R.I.2690地区(岡山･島根･鳥取)、2710地区(広島・山口)、2670 地区(愛媛･香川･高知･徳

島)の 3地区に、それぞれ 918,465 円送金されました。 

③ 9月のロータリーレートは現行と変わらず 1ドル 112 円です。 

④ 垂水プロバスクラブより、親睦旅行のご案内を頂きました。詳細及び出欠を回覧していま

すのでご記入下さい。 

 ・・・秋の親睦旅行 淡路千年一酒造→丸山漁港いづみ丸→高田屋顕彰館を巡る・・・ 

  日 時：2018 年 11月 14日(水) 8：20 垂水漁港入口集合 18：20帰着 

  参加費：12,000 円 

 

本日の MENU あなごの甘酢あんかけ･牛肉のオイスターソース炒め･飲茶 3種盛り合わせ 他 

本日の BGM 「夏の日」「雨上がり」 他 



⑤ 神戸西 R.C.より、事務局移転のご案内を頂きました。 

新住所：〒651−0086 神戸市中央区磯上通 8−1−1 テッケンビル 6階 

連絡先： TEL 078−221−3360  FAX 078−221–3361 

   ※例会は従来通りホテルオークラ神戸で行います。 

⑥ 公益財団法人 PHD 協会へ使用済み切手を送付致しましたところ、お礼のハガキを頂きました。 

⑦ 兵庫陶芸美術館より「没後 50年河合寛次郎展」チラシを頂きましたので各テーブルに置い

ております。ご入用の方はお持ち帰り下さい。また、招待券と特別割引券も頂いておりま

す。ご興味のある方は事務局までお申し出下さい。 

 

8月 9日(木) 幹事報告追加分 

 ガバナー月信 8月号にもありますように、当クラブの My Rotary の登録率は約 34％です。皆様

ぜひご登録頂きたいと思います。来週は休会ですが、再来週にはガバナー公式訪問がございま

す。それまでにぜひとも 50％にしたいと思いますので、今日ここでこの報告をお聞きになった

方は必ず登録をお願い致します。登録方法がわからない方はお教え致しますのでよろしくお願

い致します。 

 

８月 ９日(木) 例 会 報 告                             

◆ゲ ス ト 社会福祉法人すいせい 理事長 岸田耕二氏(ゲストスピーカー) 

◆欠 席 者 増田君･森田君･吉川君 

◆メークアップ 原田君(RYLA 小委員会)7/29･(タイ王国スタディーツアー出発式)8/1、 

 由良君(ワールド大阪ロータリーEクラブ)8/6、星島君(かながわ 2780ロータリー 

 Eクラブ)8/9 

◆出 席 率  会員数２７（２０）名 出席者２４／２４名 出席率 100％ 

  出席率(メークアップ含まず)95.83％ 7/26 補正 91.30％ 7月平均出席率 96.78％ 

 

会長報告 

① 本日例会前にクラブアッセンブリーを行いました。各委員長の皆様、そして我がクラブか

ら今期ガバナー補佐としてご活躍されている澤村さんにご出席頂き、開催する事ができま

した。ご出席頂いた皆様、お疲れ様でした。ありがとうございました。 

② 昨日、垂水プロバスクラブの例会に出席してきました。垂水プロバスクラブも、以前はか

なりの人数がおられたのですが、今年は少し減りまして 22名ほどという事でした。お互い

メンバーを増やす形で頑張っていきたいですねという事と、色々行事を予定しております

ので相互に参加して盛り上げていこうという事を、会長はお休みでしたので副会長の古谷

さんと色々話をさせて頂きました。 

③ 例会終了後、臨時総会を行いますのでご出席よろしくお願い致します。 

 

45周年実行委員会 

 次週は休会ですので、再来週 8月 23日(木)の例会終了後、45周年の第 1 回会合を行いたいと思

います。出席をお願いしている会員の方も何名かいらっしゃいますが、オープンに致しますの

でご関心のある方はぜひご出席下さい。 

 

☆藤本靖子さんの入会式を行いました。 

 

ニ コ ニ コ 箱（本日合計５３，０００円／累計２７４，０００円） 

 神戸第 2グループ 澤村正夫ガバナー補佐、藤田君･橋本君(岸田様、本日の卓話よろしくお願

いします)、原田君(善國さん、移転おめでとうございます。岸田さん、本日の卓話よろしくお

願いします)、星島君(先日は岳父近藤七郎の葬儀に藤田会長よりの弔電を、また善國先生のご

弔問を頂きありがとうございました。思えば、私が現在ここにこうして居るのも岳父のお陰で

ありました)、磯田君(前回は新入会員歓迎会ありがとうございました。ごちそうもありがとう

ございました)、田中君(星島先生、ありがとうございました。感謝！)、渡邉君･善國君(藤本さ

ん、ようこそ!!)、山中君(クラブアッセンブリー、ご協力ありがとうございました) 



☆他クラブよりのお知らせ 

 例会変更 

  明石南 R.C. 9月 7日(金)を 6日(木)に変更 明石西 R.C.との合同移動例会の為 

  神戸北 R.C. 9月 10日(月)を 14日(金)に変更 神戸西 R.C.との合同例会の為 

  明 石 R . C . 9月 19日(水)を 23日(日)に変更 夜間例会･明石薪能の為 

  神戸ベイ R.C. 9月 25日(火) 観月会の為 

  神戸須磨 R.C. 9 月 26日(水)17：30～に変更 観月家族例会の為 

  明石西 R.C. 9月 27日(木) 月見例会の為 

 

 休  会 

  9月 17日(月) 神戸東灘 R.C. 神戸南 R.C. 神戸北 R.C. (祝日の為) 

  9月 18日(火) 神戸東 R.C. 神戸六甲 R.C. 明石北 R.C. (定款により) 

  9月 21日(金) 神戸西 R.C. (定款により) 

  9月 24日(月) 神戸東灘 R.C. 神戸南 R.C. 神戸北 R.C. (祝日の為) 

  9月 28日(金) 明石南 R.C. (定款により) 

 

会合開催報告 

 ・タイ王国スタディーツアー  8月 1日(水)～6日(月) 出席者:原田会員･I.A.C.近藤君 

 ・クラブアッセンブリー  8月 9日(木)17：30～18：15 於:大歳の間 出席者:17名 

(公式訪問前･澤村 G補佐を迎えて)  

 ・臨 時 総 会     8月 9日(木)例会終了後 於:例会場 出席者:23 名 

    1. 2017-2018 年度 決算承認の件  

    2. 2018-2019 年度 予算案承認の件 

 

9月プログラム予告(予定) 

  6日 「トロント世界大会に参加して」永田哲也･澤村正夫･鴇田香織 各会員 

 13日 「新入会員歓迎会」 

 20日 「神戸西神 R.C. 神戸垂水 R.C. 合同例会」 

 27日 「ガバナー公式訪問」 R.I.2680 地区 ガバナー 矢野宗司氏 

 

 

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 31日

（金） 

12:30 神戸西 *1 卓 話                   啓明学院 

18:00 明石南 *3 公開例会･納涼寄席 18：00～20：00 林家染二氏 
 

9月 3 日 

(月) 

12:30 神戸東灘 *4 未 定 

18:00 神戸南 *5 フルート･オカリナコンサート   さくらいりょうこさん 

18:30 神戸北 *2 会員卓話                吉田公彦会員 

9月 4 日 

（火） 

12:30 神戸東 *1 スウェーデン社会の寛容さ スウェーデン イェーテポリ大学 教授 鮒 恵子氏  

12:30 神戸ベイ *4 会員卓話                須藤仁一会員 

18:30 神戸六甲 *2 ガバナー公式訪問 

18:30 神戸中 *1 最適料理と D ステーキ リストランテポンテベッキオ オーナーシェフ 山根大助氏  

12:30 明石北 *6 政治よもやま話             榎本和夫会員 

9月 5 日 

（水） 

12:30 神戸須磨 *7 サッカーＷＣ放談            林 正浩会員 

12:30 明石 *6 明石薪能を前に        明石薪能の会 谷吉將会長 



9月 6 日 

(木) 

7：00 神戸モーニング *9 イニシエーションスピーチ        藤田智隆会員 

12:30 神戸 *5 広告のトレンド             真鍋 睦会員 

12:30 神戸西神 *8 地区委員会報告(2 委員会) 工藤涼二会長／地区活動について 堤健二郎会員  

17:30 明石西 * 明石南 RCとの合同例会 
  
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 

 

・2018-2019 年度 神戸第 2 グループ 会長・幹事会 

 日 時：2018 年 9月 14日(金)18：00～ 

 場 所：シーサイドホテル 舞子ビラ神戸 緑風館 1F 大歳の間 

 会 費：10,000円 

  出席者：藤田会長･渡邉幹事 

 

 

 

  

 


