
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 ９月 ６日（木）第 ８回（通算２０９０号） 

  

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

本年度第 ８回〔 ９月 ６日(木)〕      本年度第 ９回〔 ９月１３日(木)〕 

プログラム    プログラム  

「トロント世界大会に参加して」 「新 入 会 員 歓 迎 会」＜全員登録＞ 

 永田哲也会員･鴇田香織会員 18：30～20：30 

  於:大歳の間   於:本館 3F須磨の間 

  

シンギング  シンギング 

 「君が代」 「四つのテスト」 

   

 

クールビズ実施期間 6月 1日(金)～9月 30日(日) バッジ着用 

 

 

 

 

 

9月誕生祝 星島君 5日 

 

会合予告  

定例理事会③ 9月 6日(木) 例会終了後 例会場 

45周年実行委員会 9月 6日(木) 定例理事会終了後 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 

神戸西神 R.C.との 

合同例会 

9月 20日(木) 例 会 18：00～18：30 

懇親会 18：45～20：30 

本館 3F 須磨の間 

BBQテラス 

 

幹事報告 

 配付物 「ガバナー月信 9月号」「ロータリーの友 9月号」 

 

① 次週 9月 13日(木)は新入会員歓迎会の為、例会時間が 18：30～20：30に変更となります。

例会場は本館 3F 須磨の間です。また、アルコールが出ます。お車でのご来場はご遠慮下さい。 

② 下記の展覧会チラシを頂きましたので配付しています。 

・「装飾太刀と日本刀―煌めきの刀剣文化―」(兵庫県立考古博物館) 

  ※招待券(2名 1組)も頂いております。ご興味のある方は事務局まで。 

・「唐王朝の彩り 宮廷の栄華をうつす金銀銅」(古代鏡展示館) 

 

本日の MENU ホットサラダ･海老のパートフィロ包み 緑マスタードソース･ミックスグリル 他 

本日の BGM 「里の秋」「小さい秋見つけた」 他 



先週の幹事報告追加分 

 田中久美子さんが、舞子ビラチャペルでのコンサートに出演されます。ご案内を配付しており

ますので、多数ご参加下さい。 

  ・・・Chapel de Concert・・・ 

   日 時：2018年 9月 26日(水)13：00開場 13：30開演 

   場 所：舞子ビラ チャペル 

   費 用：1,500円 

 

８月３０日(木) 例 会 報 告                             

◆欠 席 者 藤本君･星島君･増田君･森田君･渡邉君･吉川君 

◆メークアップ 原田君(I.A.年次大会)8/16･17、永田君(米山記念奨学委員会)8/18･(クラブ管理 

 運営･サポート小委員会)8/19･(公共イメージ委員会)8/22 

◆出 席 率  会員数２７（２０）名 出席者２１／２４名 出席率 87.50％ 

  出席率(メークアップ含まず)87.50％ 8/2補正 96.15％ 

 

会長報告 

① 先週は台風の影響で、ガバナーが来られるという事もありましたが皆様の安全と危機管理

を徹底して、休会と致しました。ガバナー公式訪問は 9月 27 日(木)に延期となります。 

よろしくお願い致します。 

② タイ王国スタディーツアーでの現地の村人代表からの「浄水施設の寄贈」「図書寄贈」

「奉仕金」に対する感謝状と参加された原田さんが撮影された写真を回覧していますので

ご覧下さい。 

③ 本日は「会員増強月間に因んで」という事で山中委員長にお話頂きます。よろしくお願い

します。 

④ 資料を整理しておりましたら、増強関係の集まりの時に配付された 1枚の紙が出てきまし

た。「ロータリークラブ 退会」というキーワードでネット検索した時にヒットした、あ

る退会された人の文章です。目を通してみますと、今後当クラブもどういう形で対応しな

ければならないのかという事を思いました。一部ご紹介します。 

「私にはあわなかった。別の形で地域貢献ができればとおもい退会を決意した。正直、 

 お金もしんどかった。やめるのもどうしたらいいかわからなかった。相談できる人もい

なかった。（なさけない。）紹介者にも電話をしようとしたが、できなかった。1週間

なやんだ末に退会届を事務局に郵送することとした。会長宛のお詫びの手紙をそえて。

今週月曜日朝一気に書き終え、投函した。紹介者にも事情とお詫びの葉書を郵送した。

水曜日の今日が例会の日であったので受理されたとおもう。今日一日何の連絡もなかっ

た。正直さびしかった。やめてよかったとも思った。ロータリアンとはなんぞや」 

本当の実情というのはわからないのですが、せっかく一緒に活動するのであれば、奉仕活

動というのは当然大事なのですが、親睦で皆さん仲良く一緒に色々なところに行ったりし

て心を通わせるというシーンをつくるという事もロータリークラブとして大事な事ではな

いかと思いました。 

 

永田会員 

① クラブ管理運営･サポート小委員会に出席してきました。その中でガバナーより My Rotary

登録率 50％以上の要請がありました。当クラブは現在 27名中 9名、33.3％の登録率です。

ぜひ登録をお願いします。 

② 地区大会は例年神戸ポートピアホテルでの開催ですが、今年度は加古川で開催予定だそう

です。 

 

ゴルフ同好会 

 遠征ゴルフのご案内を配付しています。その中で、2日目の組み合わせが間違っております。4

組目の乾さんと橋本さんが入れ替わります。訂正お願いします。2 つのゴルフ場ともクールビズ

で上着はいりません。ホテルの方も上着はいりません。 



澤村ガバナー補佐 

 「ロータリーデー ひょうご五国+ワールドフェスタ」が 11月 3日(土)･4日(日)、神戸メリケ

ンパークで開催されます。9月 6日(木)の理事会でも話が出るかと思いますが、このイベントは

全体的に 2,000万円かかると聞いております。その中で企業または個人でクラブで協賛出来る

方はお願いしたいという事です。ゴールド(50万円)・シルバー(30 万円)、ブロンズ(10万円)、

サポートスポンサー(5万円)がございます。私もガバナー補佐の立場からブロンズの方をさせて

頂きます。企業として協賛頂ける方がありましたら、ぜひご協力お願い致します。 

 

ニ コ ニ コ 箱（本日合計１２，０００円／累計２８６，０００円） 

 藤田君(本日、山中会員よろしくお願いします。会員増強頑張りましょう)、橋本君･八代君(山

中会員、本日よろしく願います)、木下君(娘が 8月 25日にスウェーデンでスウェーデン人と結

婚式を挙げました。ホッ！)  8月ニコニコ箱合計１３４，０００円 

 

エンジョイＢＯＸ(本日合計１１，０００円／累計５０，０００円) 

 山中君(会員増強にご協力ありがとう)、八代君 

   8月エンジョイ BOX合計２１，０００円 

 

☆他クラブよりのお知らせ 

 神戸六甲 R.C. 9月 18日(火) 

 明石南 R.C. 9月 28日(金)  

 

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 

9月 7日

（金） 

12:30 神戸西 *1 卓 話                 矢坂誠徳会員 

18:00 明石南 *3 
→6日(木)に移動 明石西 R.C.との合同例会の為 

(メークアップの受付は明康殿玄関にて 18時まで) 
 

9月 10日 

(月) 

12:30 神戸東灘 *4 ガバナー公式訪問 

18:00 神戸南 *5 インフォーマルミーティング 

18:30 神戸北 *2 →14日(金)12：30～に変更 神戸西 R.C.との合同例会の為 

9月 11日 

（火） 

12:30 神戸東 *1 (仮)八幡浜市 日土小学校再生のお話 神戸芸術工科大学 花田佳明氏  

12:30 神戸ベイ *4 会員卓話                松本浩之会員 

18:30 神戸六甲 *2 会員卓話                 東國隆会員 

18:30 神戸中 *1 不動産業の現況             野田浩二会員 

12:30 明石北 *6 明石北 R.C. 2000回記念例会 

9月 12日 

（水） 

12:30 神戸須磨 *7 続 お･おっさんの話          加門知竜会員 

12:30 明石 *6 健康診断例会             職業奉仕委員会 

9月 13日 

(木) 

7：00 神戸モーニング *9 会員卓話 

12:30 神戸 *5 未 定        出雲大社 権宮司 千家和比古氏 

12:30 神戸西神 *8 外部卓話 元ブラインドサッカー全日本代表 風祭喜一氏 

17:30 明石西 * 意外と知ってるようで知らないマナー トータルマナー㈱代表取締役 田野直美氏  
  
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 

 

 

休会ですが、メークアップの受付はございません。 



＜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･鷲尾会員 

 

・ロータリーデー ひょうご五国＋ワールドフェスタ 

 日 時：2018年 11 月 3日(土)・4日(日) 10：00～17：00 

  ＜11/3＞ブラスバンド Day ＜11/4＞ダンス＆パフォーマンス Day ＜両日＞P.R. 物販ブース 

 場 所：神戸メリケンパーク 

  

＜Ｉ．Ａ．Ｃ．よりのお知らせ＞ 

【9月例会開催日】11日(火)・27日(木) 両日とも 16：30～17：30 

  

 


