
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２３日（日･祝）第２２回（通算２１０４号） 

  

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

本年度第２２回〔１２月２３日(日･祝)〕      本年度第２３回〔 １月１０日(木)〕 

プログラム  プログラム  

「年 末 家 族 例 会」  ・「会長・幹事 年頭挨拶」 

 17：30 集合・写真撮影   会長 藤田和昭・幹事 渡邉 浩 

18：00～21：00    ・「Ｉ．Ｍ． 決起大会」 

 於:本館 2F 六甲の間   I.M.実行委員長 鷲尾太一 

    於:大歳の間 

シンギング  シンギング 

 「もろびとこぞりて」 「君が代」 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会合予告  

定例理事会⑦ 1月 10日(木) 例会終了後 例会場 

エレクト理事会② 1月 24日(木) 例会終了後 例会場 
 
幹事報告 

 配付物 「エレクト理事会①議事録」「ハイライトよねやま 225」 

 

① 本日が年内最終例会です。12月 27日(木)、1月 3日(木)は休会です。次回例会は 1 月 10

日(木)です。鏡割りをしますので、お車でのご来場はご遠慮下さい。事務局は 1月 7日

(月)より勤務となります。 

② ・・・第 21回 『発達障害理解のための基礎と実践講座』のご案内・・・ 

日 時：2018 年 1 月 26日(土)13：30～16：30 

場 所：神戸芸術センター 

登録料：ロータリアン 2,000 円  一般無料 

   ※各クラブより 3名程度(会長･幹事･社会奉仕委員長または代理の方・5年未満の会員)の 

ご登録をお願いいたします。 

   ※申し込み〆切が 1月 11日ですので、参加される方は事務局までお申し出下さい。 

２０１８－２０１９年度下半期会費納入のお願い 

幹 事 渡邉 浩 

 

金 額  下期会費        １５０，０００円 

      45周年記念事業積立金⑧   ５，０００円   

                計 １５５，０００円 

振込先  三井住友銀行 垂水支店 普通預金 No. ５８４４５５４ 

口座名  神戸垂水ロータリークラブ 本会計  会 計 小林秀一 

※銀行振込にてお願いします。振り込み控えを領収書に代えさせて頂きます。 



１２月１３日(木) 例 会 報 告                             

◆ゲ ス ト 神戸国際大学附属高等学校 I.A.C. 井上大樹さん･菊川一矢さん･永木大晴さん･ 

 近藤颯衣智さん･宮崎 悠さん･顧問 澤江由奈先生 

◆欠 席 者 新井君･磯田君･増田君･森田君･田中君･吉川君･由良君 

◆メークアップ 山中君(神戸中 R.C.)12/4、由良君(北海道 2500ロータリーEクラブ)12/7、永田君 

 (2019学年度奨学生面接選考会)12/9、澤村君･鷲尾君(神戸西神 R.C.)12/13、 

 小坂君(明石西 R.C.)12/13 

◆出 席 率  会員数２６（１８）名 出席者１９／２１名 出席率 90.48％ 

  出席率(メークアップ含まず)85.00％  

 

会長報告 

① 忘年ゴルフとグルメ会を企画頂き、先日参加してまいりました。非常に楽しく 1日を過ごさ

せて頂きました。特に夕食のフグ料理が大変美味しく感動しました。翌日、コラーゲンで顔

がプルプルになっている感じがしたのですが、皆さんはいかがでしたか。コラーゲンは体に

吸収されるときは分子レベルで吸収されているはずで、吸収されて今度コラーゲンになると

は限らないという話を聞いたことがあるのですが、私は実感しました。企画して頂きました

皆様、ありがとうございました。 

② 本日はインターアクトクラブの皆さん、ようこそいらっしゃいました。タイ王国スタディー

ツアーに参加された近藤さんに参加認定証をお渡しします。 

 

鷲尾会員 

 昨年 9月 14 日の例会でコンサートをして頂きました、歌う税理士の相内たかとも先生がＣＤを

出される事になりました。本日、チラシを配付しています。45周年の記念歌を作ろうという事で

相内先生と動いていますので、完成しましたら星島先生にプレゼントしたいと思っています。 

 

親睦活動委員会 

 本日例会終了後、年末家族例会の打ち合わせという事で委員会を開催します。委員の方はお集ま

り下さい。 

 

次期会長 星島会員 

 親睦活動委員会の後、エレクト理事会を開催しますのでよろしくお願い致します。 

 

ニ コ ニ コ 箱（本日合計８，０００円／累計５７９，０００円） 

 藤田君(神戸国際大学附属高等学校 I.A.C.の皆さん、ようこそ。活動報告よろしく)、藤本君(ふ

ぐの写真頂いて)、橋本君(八代会員、理事長就任おめでとうございます。インターアクトの皆

さん、ようこそ)、八代君(本日は本校 I.A.C.がお世話になります。昨日正式に理事長に就任し

ました。今後共ご指導よろしくお願いします) 

 

☆他クラブよりのお知らせ 

 例会変更 

  明 石 R . C . 1月 9日(水)を 10 日(木)に変更 新年例会の為 

  1月 23日(水)を 19日(土)に変更 職場例会の為 

  神戸西神 R.C. 1 月 10日(木)18：00～に変更 新年例会の為 

  1月 17日(木) 職場訪問例会の為 

  神戸ベイ R.C. 1月 29日(火)を 31 日(木)に変更 新年会の為 

 

 休  会 

  1月 1 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. 

  1月 2 日(水) 神戸須磨 R.C. 明石 R.C. 

  1月 3 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. 

  1月 4 日(金) 神戸西 R.C. 明石南 R.C. 



☆永田会員に「国際ロータリー第 2680地区 2019 学年度公益財団法人ロータリー米山記念 

奨学生選考面接官」の委嘱状をお渡ししました。 

☆神戸国際大学附属高等学校 I.A.C.の近藤颯衣智さんにタイ王国スタディーツアーの参加認定証 

をお渡ししました。 

 

会合開催報告 

 ・忘年ゴルフコンペ 12月 9 日(日)10：13 スタート 於:洲本ゴルフ倶楽部 

  出席者:会員 10名･家族他 10 名 

 ・親睦家族グルメの会 12月 9 日(日)17：30～21：00 於:淡路島･岩屋「ここちよ」  

  出席者:会員 13名･家族他 12 名 

 ・親 睦 活 動 委 員 会 12月 13日(木)例会終了後 於:例会場 出席者:14 名 

 ・エレクト理事会① 12月 13日(木)19：50～20：30 於:例会場 出席者:9 名 

 

1月プログラム予告(予定) 

  3日  休 会(年始の為) 

 10日 「会長･幹事 新年挨拶／I.M.決起大会」 

 17日 「年男･年女放談」 

 24日 「元気で続けられる介護予防サービスについて」株式会社セラピット 代表取締役 大浦由紀氏 

 31日  休 会(定款により) 

 

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） 

※12月 24日(月･祝)、12月 26日(水)～1月 4日(金)は各クラブ休会です。 

月日 時間 クラブ名/会場 プログラム 

12月 25日 

（火） 

12:30 神戸東 *1 →17：30～に変更 忘年家族会の為 

12:30 神戸ベイ *4 →20日(木)18：00～に変更 忘年会の為 

18:30 神戸六甲 *2 休 会(メークアップデスクはございません) 

18:30 神戸中 *1 →例会変更 クリスマス家族例会の為 

12:30 明石北 *6 休 会(定款により) 
  

1月 7 日 

(月) 

12:30 神戸東灘 *4 新年挨拶      会長･副会長･幹事･四大奉仕委員長 

18:00 神戸南 *5 新年例会 

18:30 神戸北 *2 新春年男放談             大久保憲明会員 

1月 8 日 

（火） 

12:30 神戸東 *1 初釜例会 

12:30 神戸ベイ *4 ゲスト卓話        東灘区 副区長 大藪典子様 

18:30 神戸六甲 *2 新年初例会 

18:30 神戸中 *1 四役年頭挨拶 髙井敏郎会長･奥田祐司副会長･岩﨑重曉幹事  佐々木仁朗 S.A.A.  

12:30 明石北 *6 新年挨拶         永井達也会長･平田義人幹事 

1月 9 日 

（水） 

12:30 神戸須磨 *7 新春年男放談        大内晋二･中右剛彰各会員 

12:30 明石 *6 →10日(木)に変更 新年例会の為 

1月 10日 

(木) 

7：00 神戸モーニング *9 新年挨拶                  会長 

12:30 神戸 *5 未 定 

12:30 神戸西神 *8 →18：00～に変更 新年例会 於:西神オリエンタルホテル 

17:30 明石西 * G 補佐･会長･幹事年頭挨拶 岸本吉充 G 補佐･西大條公一会長･濱田和仁幹事 
 
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 大 会 

 開催日：2019年 3月 22 日(金)～3月 24 日(日) 

開催地：加古川プラザホテル、加古川市民会館 

登録料：会 員 12,000円・ご家族 7,000 円･ロータリーファミリーの集い 2,000円・ 

R.I.会長代理歓迎晩餐会 20,000円 

 ＜プログラム(案)＞ 

 【22日(金)】8：00～地区大会記念エンドポリオチャリティーゴルフ大会 於:加古川ゴルフ倶楽部 

 【23日(土)】＜加古川市民会館＞ 

        10：30～12：00 ロータリーファミリーの集い  

12：00～13：20 ロータリーファミリーの集い 昼食 

13：30～15：30 青少年育成公開セミナー(一般公開講座･講演：らんま先生) 

        ＜加古川プラザホテル＞ 

        10：30～12：15 多様化推進セミナーPartⅡ 10：30～12：15 新会員セミナー 

        12：30～13：30 昼食(希望者のみ)  

12：30～12：55・13：00～13：25 大会特別委員会 13：30～15：00 会長･幹事会 

15：15～17：00 地区指導者育成セミナー(講演：鈴木一作氏) 

18：00～20：00 R.I.会長代理歓迎晩餐会 

 【24日(日)】＜加古川市民会館＞ 

10：00～ 一般公開講座 竹田恒泰氏 

11：40～12：10・12：20～12：50 昼食(当日登録は不可) 

13：00～17：30 本会議(講演：玉岡かおる氏) 

       ＜加古川プラザホテル＞ 

        18：00～20：00 会員･家族懇親会(本会議の後、加古川プラザホテルに移動) 

 


