
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１２月 ６日（木）第２０回（通算２１０２号） 

  

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

本年度第２０回〔１２月 ６日(木)〕      本年度第２１回〔１２月１３日(木)〕 

プログラム  プログラム  

「もうすぐ 開戦記念日(12 月 8日) 「I . A . C .活 動 報 告」 

 太平洋戦争の検証」 神戸国際大学附属高等学校 I.A.C. 

  鷲 尾 太 一 会 員  於:大歳の間 

  於:大歳の間  

シンギング  シンギング 

 「君が代」 「草競馬」 

   

 

 

 

 

12月結婚祝 小林君･鴇田君 2日 藤田君 16日 
 
会合予告  

年次総会 12月 6日(木) 例会終了後 例会場 

定例理事会⑥ 12月 6日(木) 年次総会終了後 例会場 

忘年ゴルフコンペ 12月 9日(日) 8：30舞子ビラ出発 

10：13スタート 

洲本ゴルフクラブ 

親睦グルメの会 12月 9日(日) 17：30～ 淡路島 岩屋「ここちよ」 

親睦活動委員会 12月 13日(木) 例会終了後 例会場 

年末家族例会 12月 23日(日･祝) 18：00～21：00 舞子ビラ本館 2F六甲の間 
 
幹事報告  

 配付物 「ガバナー月信 12月号」 

回覧物 「My Rotary 登録状況」「ひょうご子どもと家庭福祉財団だより No.45」 

「2017年事業報告書」(一般財団比国育英会バギオ基金) 
 

① 本日例会終了後、年次総会を開催致します。ご出席よろしくお願い致します。 

② 年末年始の例会予定は下記の通りです。1 

2018年 12月 23日(日･祝) 年末家族例会 

   (12月 20日(木)の例会を 23日(日･祝)に変更） 

 12月 27日(木) 休 会(年末の為) 

2018年 1月 3日(木) 休 会(年始の為) 

 1月 10日(木) 新年初例会 

 

先週の幹事報告追加分 

 「ロータリーの友 12月号」を配付しています。 

本日の MENU 小鍋(海老･帆立つみれ･季節の野菜･赤柚子胡椒 他)･牛筋土手･お造里･御飯 

本日の BGM 「冬景色」「たきび」他 



１１月２９日(木) 例 会 報 告                             

◆ゲ ス ト 移情閣友の会 事務局 後藤みなみさん(河合純子さんゲスト)、豊崎三知代さん･ 

 安藤紗綾さん･安藤悠仁くん(近平会員ゲスト)、 河合純子さん･乾 紅美さん･ 

 由良澄子さん(会員ご夫人) 

◆ビジター 吉田建美氏(神戸東 R.C.) 

◆欠 席 者 増田君･森田君･吉川君 

◆メークアップ 小坂君(明石西 R.C.)11/22、永田君(米山日本文化セミナー)11/18･(伊丹 R.C.)11/23･ 

 (米山面接官オリエンテーション･面接選考会)11/24･(クラブ管理運営･サポート 

 小委員会)11/26 

◆出 席 率  会員数２６（１８）名 出席者２３／２３名 出席率 100％ 

  出席率(メークアップ含まず)100％ 11/8補正 95.65％ 11/15補正 91.30％ 

 

会長報告 

 本日は創立記念音楽家族例会ということで多くの皆様にお集まり頂き、ありがとうございます。

本日、アトラクションとして「ザ･華ルテット」の皆様に演奏頂きます。非常に楽しみにしてい

ます。また、由良会員はツーリストだけかと思っておりましたら醸造所もされているそうで、

本日お手製のビールもご用意頂いています。こちらも非常に楽しみにしています。 

 

ニ コ ニ コ 箱（本日合計１９，０００円／累計５５１，０００円） 

 新井君(音楽家族例会にようこそ。楽しんで下さいね)、近平君(ゲストの方々ようこそ。 

“ザ･華ルテット”を楽しんで下さい。そして風邪をひかないで毎日をお過ごし下さい！！由良 

会員、ビールありがとう)、藤田君(ザ・華ルテットの皆様、本日の演奏楽しみにしています。

由良会員、ビールありがとうございます)、藤本君(由良先生、おいしいビールとワインをごち

そうさまでした。私も今から何か新しい趣味をもってみたいと今夜思いました)、木下君(後藤

様、本日はようこそお越し下さいました)、小坂君(創立 44 周年おめでとう！！)、八代君(今日

は「いい肉」の日ですね！お肉を食べて皆さん元気に頑張りましょう！！)、由良君(創立 44周

年おめでとう。私のビール皆様に飲んで頂いて嬉しいです) 

    11月ニコニコ箱合計７４，０００円 

 

エンジョイＢＯＸ(本日合計１１，０００円／累計１１１，０００円) 

 小坂君、山中君 

    11月エンジョイ BOX 合計２８，０００円 

 

☆他クラブよりのお知らせ 

 例会変更 

  神戸西 R.C. 12月 21日(金)18：00～に変更 年忘れ家族例会の為 

  神戸東 R.C. 12月 25日(火)17：30～に変更 忘年家族会の為 

 

 休  会 

  12月 24日(月･祝)  神戸東灘 R.C. 神戸南 R.C. 神戸北 R.C. 

  12月 25日(火)  神戸六甲 R.C. 明石北 R.C.  

  12月 26日(水)  神戸須磨 R.C. 明石 R.C.  

  12月 27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. 

  12月 28日(金)  神戸西 R.C. 明石南 R.C. 

  12月 31日(月)  神戸東灘 R.C. 神戸南 R.C. 神戸北 R.C. 

 

会合開催報告 

 ・米 山 日 本 文 化 セ ミ ナ ー 11月 18日(日)8：00～ 西宮神社～六甲山方面 

   出席者:永田カウンセラー 

 ・第 8 1 回 ほ ろ に が 会 11月 24日(土)18：30～ 於:神戸ポートピアホテル  

   出席者:乾･澤村･山中各会員 



 ・米山面接官オリエンテーション 11月 24日(土)15：00～17：00 於:JEC 日本研修センター神戸元町 

面接選考会 出席者:永田会員 

 ・創 立 記 念 音 楽 家 族 例 会 11月 29日(木)18：30～20：10 於:本館 3F 須磨の間 

   アトラクション:ザ･華ルテット 

   出席者:会員 23名･ビジター1名･ゲスト他 10名 計 34 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 

12 月 7日

（金） 

12:30 神戸西 *1 ロータリーあれこれ           瀧川博司会員 

18:00 明石南 *3 年次総会 日置晴喜会長･中山敬一幹事･三木基司会長エレクト  
 

12月 10日 

(月) 

12:30 神戸東灘 *4 卓 話                 西尾 至会員 

18:00 神戸南 *5 消費行動がよくわかる ISD ビジネスロジック ㈱マインドアイ 代表取締役 椋本庄治さん  

18:30 神戸北 *2 生涯健康脳               美崎教正会員 

12月 11日 

（火） 

12:30 神戸東 *1 岡本商店街の過去・現在・未来      橋谷惟子氏 

12:30 神戸ベイ *4 会員卓話                北浦 浩会員 

18:30 神戸六甲 *2 会員卓話 

18:30 神戸中 *1 ソロ社会大国日本           高橋玲比古会員 

12:30 明石北 *6 年次総会／私の仕事。冷凍倉庫の今。   岸本泰浩会員 

12月 12日 

（水） 

12:30 神戸須磨 *7 
→15日(土)於:神戸ポートピアホテルに変更 

忘年家族例会―大漢渓 RC の皆様をお迎えして―の為 

12:30 明石 *6 →16日(日)18：30～に変更 クリスマス親睦家族例会 

12月 13日 

(木) 

7：00 神戸モーニング *9 経営者が考えていること・思っていること!? 神戸 RC 日笠秀樹氏  

12:30 神戸 *5 
新竹 R.C.姉妹提携記念例会  

㈱日本経済新聞社 編集局アジア部台北支局記者 村山 宏さん 

12:30 神戸西神 *8 ロータリー「四つのテスト」 大西敏郎クラブ奉仕委員長 

17:30 明石西 * →15日(土)に変更 会員家族親睦クリスマス 
 
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＞ 

 

・地 区 補 助 金 管 理 セ ミ ナ ー 

 日 時：2018年 12月 16日(日)13：30～16：50（13：00 から受付） 

場 所：神戸ポートピアホテル 本館地下 1階 和楽の間 

 出席者：星島会長エレクト 

 


