
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１０月１１日（木）第１３回（通算２０９５号） 

  

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

本年度第１３回〔１０月１１日(木)〕      本年度第１４回〔１０月１８日(木)〕 

プログラム   プログラム  

「米 山 奨 学 会 に つ い て」 「(仮題)危機管理委員会について」 

 米山記念奨学会委員会 中塚 修委員長 危機管理委員会設立準備メンバー 

 地区米山記念奨学会委員会 永田哲也委員 

 於:大歳の間   於:大歳の間 

 

シンギング  シンギング 

 「Ｒ－Ｏ－Ｔ－Ａ－Ｒ－Ｙ」 「いつかであった笑顔」 

   

 

 

 

 

 

会合予告  

定例理事会④ 10月 11日(木) 例会終了後 例会場 

 

幹事報告 

 回覧物 「基隆東 R.C.週報」「ロータリー世界と日本」「ROTARY あなたも新しい風に」 

 

① 「平成 30年北海道胆振東部地震」並びに「平成 30年台風第 21号」への義援金として、ガ

バナー事務所へ 30,000円送金致しました。ご協力ありがとうございました。 

② ・・・R.I.2680 地区 神戸第 2 グループ合同ポリオチャリティーゴルフコンペのご案内・・・ 

 日 時：2018年 12月 1日(土)9：03スタート 

 場 所：三木ゴルフ倶楽部 

 会 費：10,000円(当日現地受付にて承ります。プレー費は各自ご精算下さい) 

 ※出欠を回覧しておりますのでご記入下さい。 

③ ・・・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)・・・ 

＜宝塚 R.C.＞ 

日 時： 2018年 10月 27日(土)10：00～15：00 

場 所： フレミラ宝塚 

プロジェクト名： 地域の子ども達との触れ合いを創る交流イベント 

※メークアップ可。 

 

 

 

本日の MENU マリネサーモン･茸のカプチーノ･海の幸ポワレ･デザート･パン･珈琲／紅茶 

本日の BGM 「里の秋」「村祭り」 他 



＜神戸西神 R.C.＞ 

日 時： 2018年 11月 10日(土)13：00～16：00(12：30開場) 

場 所： 神戸市西区民センター2階なでしこホール 

プロジェクト名： 保護司の活動に理解を深めるための講演と映画上映 

 ※人数制限あり(約 250名)。メークアップ可。 

 

＜南あわじ R.C.＞ 

日 時： 2018年 11月 18日(日) 9：00～12：00 

場 所： 賀集小学校グラウンド及び体育館 

プロジェクト名： 地元少年野球の復興を目指す野球イベントの開催 

 ※メークアップ可。 

 

１０月 ４日(木) 例 会 報 告                             

◆ゲ ス ト 米山奨学生 ラファエル･ヨギアさん 

◆欠 席 者 藤田君･小林君･増田君･森田君･田中君･鴇田君･吉川君 

◆メークアップ 永田君(尼崎北 R.C.)9/28、八代君･澤村君(神戸北 R.C.)10/1、澤村君･鷲尾君 

 (神戸中 R.C.)10/2、山中君(明石西 R.C.)10/4 

◆出 席 率  会員数２７（１９）名 出席者２０／２３名 出席率 86.96％ 

  出席率(メークアップ含まず)86.96％ 9/20補正 95.83％ 9/27補正 100％ 

  9月平均出席率 97.92％ 

 

会長報告(山中副会長) 

 矢野ガバナーより、先日のガバナー公式訪問のお礼状を頂きました。 

 

神戸第 2グループ 澤村ガバナー補佐 

 10 月 1 日(月)神戸北 R.C.へ八代会員に、10 月 2 日(火)神戸中 R.C.へ鷲尾会員に随行して頂き、

おかげさまでこれで全てのクラブアッセンブリーへの出席が終了しました。ありがとうござい

ました。本日は、神戸モーニング R.C.のガバナー公式訪問に出席しました。 

 

親睦活動委員会 

 本日例会終了後、委員会を開催します。テーマは年末家族例会開催についてです。委員の方は 

ご出席よろしくお願い致します。 

 

45周年実行委員会 

 先週、45周年記念事業実行委員会の大会長の星島先生よりご案内頂きましたように、アンケート

をお願いしておりますが、本日が提出〆切日です。また提出されておられない方は、用紙がござ

いますのでご提出頂けましたら幸いです。よろしくお願い致します。 

 

小坂会員 

 雑誌「ワンダフル神戸 2018秋･冬号」に、うちの「Gallery器みと」が掲載されました。回覧し

ておりますのでお目通し下さい。 

 

八代会員 

① 神戸国際大学創立 50周年記念オルガンコンサートのチラシを配付しています。入場無料、定

員は先着 100名です。また、チラシ裏面に掲載されておりますが、横浜みなとみらいホール

の正オルガニストで、現在日本でナンバー1のパイプオルガニストの三浦はつみさんが、こ

の 50周年にあわせてお越し下さいます。すぐ満席になると思いますので、ご希望の方はお早

めにお申し込み下さい。 

② 田中久美子さんと美也子さんが、10月 22日(月)大阪のエルセラーンホールにて開催のコン

サート「美しい日本の心 童謡･抒情歌いまむかし」に出演されます。童謡が誕生して今年で

ちょうど 100年だそうです。チラシを配付しています。お時間のある方はご参加下さい。 



 

☆米山奨学生のラファエル･ヨギアさんに奨学金をお渡ししました。 

 

ニ コ ニ コ 箱（本日合計６，０００円／累計４１０，０００円） 

 橋本君(ラファエル･ヨギアさん、本日よろしく)、星島君(45周年記念事業へのアンケート、よろ

しくお願い致します)、八代君(澤村ガバナー補佐様、先日はありがとうございました。ラファエ

ル･ヨギアさん、本日の卓話よろしくお願いします！インドネシアの大地震と津波の犠牲者の為

にお祈り致します)、善國君(小坂先生、先日娘がお世話になりました) 

 

☆他クラブよりのお知らせ 

 例会変更  

神戸モーニング R.C. 10月 18日(木)を 31日(水)に変更 移動例会 

 

会合開催報告 

 ・親睦活動委員会 10月 4日(木)例会終了後 於:例会場 出席者:9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 

10月 12日

（金） 

12:30 神戸西 *1 
休 会(定款により) 

18:00 明石南 *3 
 

10月 15日 

(月) 

12:30 神戸東灘 *4 自己紹介                真末 剛会員 

18:00 神戸南 *5 
青少年委員会担当例会  

㈱兵庫プロバスケットボールクラブ 武田 準氏･岡 幸二氏 

18:30 神戸北 *2 米山月間に因んで 地区米山奨学生 グエン･ティクイン･ゴックさん(世話クラブ:西宮 R.C.)  

10月 16日 

（火） 

12:30 神戸東 *1 新会員自己紹介       和田真一･本田正昭各会員 

12:30 神戸ベイ *4 会員卓話                前田 烈会員 

18:30 神戸六甲 *2 米山奨学生卓話       トンバリ･フェデリコさん 

18:30 神戸中 *1 ガバナー公式訪問 

12:30 明石北 *6 ガバナー公式訪問 

10月 17日 

（水） 

12:30 神戸須磨 *7 特別休会 

12:30 明石 *6 米山奨学生卓話 ヌルリナ･ビンティ･アズミさん(マレーシア)  

10月 18日 

(木) 

7：00 神戸モーニング *9 →31日(水)へ変更 移動例会 

12:30 神戸 *5 米山月間例会 台湾から日本へ 米山奨学生 方瓊逸さん 

12:30 神戸西神 *8 保護司活動について 石津英一郎･小西昌則･田中康之各会員 

17:30 明石西 * 長屋ごころで始めた放課後デイサービス 一般財団法人リ･シュウニャ 代表 高野嘉代子氏 
  
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＞ 

 

・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 

 

 

 


