
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１９年 １月２４日(木)第２５回（通算２１０７号） 

  

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

本年度第２５回〔 １月２４日(木)〕      本年度第２６回〔 ２月 ７日(木)〕 

プログラム  プログラム  

「元気で続けられる   「2 0 1 9 年 の 経 済 の 行 方」  

 介護予防サービスについて」 神戸西ロータリークラブ 

株式会社セラピット   会 長 笹 倉 宣 也 氏 

代表取締役 大 浦 由 紀 氏 於:大歳の間 

 於:大歳の間 

シンギング  シンギング 

 「冬の星座」 「君が代」 

   

 

 

 

 

会合予告  

エレクト理事会② 1月 24日(木) 例会終了後 例会場 

定例理事会⑧ 2月 7日(木) 例会終了後 例会場 

神戸須磨 R.C.との合同例会 2月 14日(木) 18：00～20：30 緑風館 1F 五色の間 

 

幹事報告  

回覧物 「THE ROTARIAN 2月号」「1月例会報告･検討事項(垂水プロバスクラブ)」 

 

① 次週 1月 31日(木)は定款により休会です。それにともない、次週の事務局出勤日は 1月 28

日(月)のみとなります。 

 

１月１７日(木) 例 会 報 告                             

◆欠 席 者 藤本君･藤田君･磯田君･河合君･増田君･森田君･田中君 

◆メークアップ 澤村君(東播第 3グループ I.M.)1/12、山中君(神戸中 R.C.)1/15、善國君(明石北 

 R.C.)1/15、由良君(北海道 2500ロータリーEクラブ)1/15 

◆出 席 率  会員数２６（１８）名 出席者１９／２２名 出席率 86.36％ 

  出席率(メークアップ含まず)80.95％ 12月平均出席率 96.96％ 

 

神戸第 2グループ 澤村ガバナー補佐 

① 本日例会終了後、I.M.実行委員会を開催します。FAXでアナウンスさせて頂いた方々と理事

の皆様のご出席をお願い致します。I.M.は 4月 13日(土)開催です。 

② 1月 14日現在、当クラブの My Rotary登録率は 34.62％、登録者数は 9名です。あと 4名

程登録して頂けますと 50％に到達します。メールアドレスをお持ちの方はぜひ登録をよろ

しくお願い致します。 

 

本日の MENU  お造り盛り合わせ･信田巻き･鰻と帆立茶碗蒸し･白ご飯･漬け物･赤出汁 

本日の BGM 「スキー」「冬の星座」他 



新井会員 

 元会員の岡田弘三郎先生の奥様、窈子様が 1月 14日に急逝されました。本日、お葬式が終わり 

ました。皆様によろしくお伝え下さいとの事でした。 

 

☆24年前に発生した阪神･淡路大震災の被災者の皆様へ黙祷を捧げました。 

 

ニ コ ニ コ 箱（本日合計１０，０００円／累計７４０，０００円） 

 星島君(本日、なんと年男の独演会になってしまいました。御耳よごしを致します)、八代君 

 (先週は所用で休みました。皆さん今年もよろしくお願いします！今朝は生徒と一緒に 24年前

の追悼礼拝を捧げました)、由良君(今年初めての例会出席です。皆様、今年もよろしくお願い

します) 

 

エンジョイＢＯＸ(本日合計５，０００円／累計１３７，０００円) 

 星島君(結婚記念日の鉢植えありがとうございました。記念日を思い出すのに役立っています) 

 

☆他クラブよりのお知らせ 

 神戸東 R.C. 2月 19日(火) 例会開始時間が 13：00～に変更となります(通常 12：30～) 

  

例会変更 

  神 戸 須 磨 R .C . 2月 13日(水)を 14日(木)に変更 神戸垂水 R.C.合同例会の為 

  神戸モーニング R.C. 2月 14日(木) 神戸西神 R.C.との合同移動例会の為 

  神 戸 西 R . C . 2月 22日(金)を 18日(月)に変更 合同例会(神戸北 R.C.)の為 

 

 休  会 

  2月 8日(金)  神戸西 R.C. (定款により) 

  2月 11日(月) 神戸東灘 R.C. 神戸南 R.C. 神戸北 R.C. (祝日の為) 

  2月 12日(火) 神戸東 R.C. (定款により) 

  2月 15日(金) 明石南 R.C. (定款により。メークアップ受付はございません) 

 

会合開催報告 

 ・I.M.実行委員会 1月 17日(木)例会終了後 於:例会場 出席者:11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 

1月 25日

（金） 

12:30 神戸西 *1 1.17 KOBE に灯りを in ながた 脇 延秀会員･ゲストスピーカー 和田幹司様  

18:00 明石南 *3 上期決算･下期活動計画   吉田 廣会計･中山敬一幹事 
 

1月 28日 

(月) 

12:30 神戸東灘 *4 職業奉仕月間           石田職業奉仕委員長 

18:00 神戸南 *5 
職業奉仕委員会担当例会 

阪神淡路大震災 25 回忌「震災を振り返って」本川 英曉さん(神戸ベイ RC) 

18:30 神戸北 *2 職業奉仕月間に因んで       岡本職業奉仕委員長 

1月 29日 

（火） 

12:30 神戸東 *1 
R財団についてのお話･ポリオのお話  

藤井光造 R財団委員長･関本 剛地区 R財団ポリオプラス委員 

12:30 神戸ベイ *4 →31日(木)18：00～に変更 新年会の為 於:段屋 

18:30 神戸六甲 *2 第 3回クラブ協議会 

18:30 神戸中 *1 職業奉仕月間に因んで  職業奉仕副委員長 宇尾好博会員 

12:30 明石北 *6 会計に係るお話             榎本 浩会員 



1月 30日 

（水） 

12:30 神戸須磨 *7 日本における職業奉仕について 地区職業奉仕委員長 吉岡博忠様 

12:30 明石 *6 明石で災害に備える 明石市総合安全対策部長 松岡正純さん  

1月 31日 

(木) 

7：00 神戸モーニング *9 会員卓話                竹内 愛会員 

12:30 神戸 *5 特別休会日 

12:30 神戸西神 *8 会員リレー卓話(年男放談①)       折戸善信会員 

17:30 明石西 * 友愛の日･化学のマジックショー 神戸常盤大学 教授 栗岡誠司氏 

2月 1日

（金） 

12:30 神戸西 *1 中国少数民族の村を訪ねて        羽賀紘一会員 

18:00 明石南 *3 シチリア島旅行記～映画のロケ地巡り～  松浦 寛会員 
 

2月 4日 

(月) 

12:30 神戸東灘 *4 未 定 

18:00 神戸南 *5 会長挨拶 飯田健一会長 ／ 新入会員卓話 大西健雄会員 

18:30 神戸北 *2 会員卓話                西岡良和会員 

2月 5日 

（火） 

12:30 神戸東 *1 お金のお話               藤原雅司氏 

12:30 神戸ベイ *4 クラブアッセンブリー 

18:30 神戸六甲 *2 会員卓話                中島健治会員 

18:30 神戸中 *1 差別について(その 2)          山中弘光会員 

12:30 明石北 *6 明石プロバスクラブの現状と将来 明石プロバスクラブ会長 塩野 勝氏  

2月 6日 

（水） 

12:30 神戸須磨 *7 生きるための仏教         須磨寺 小池陽人師 

12:30 明石 *6 未 定      明石天文科学館 館長 井上 毅さん 

2月 7日 

(木) 

7：00 神戸モーニング *9 クラブフォーラム 

12:30 神戸 *5 未 定 

12:30 神戸西神 *8 会員リレー卓話(年男放談②)  大野 昇･鶴井孝文各会員 

17:30 明石西 * 古典的職業奉仕論はガラパゴス化したか？ 多胡健吾会員 
 
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＞ 
 
・発達障害理解のための基礎と実践講座 

 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 

 出席者：永田･鷲尾･渡邉各会員 

 

・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 

出席者:永田･澤村 各会員 

 【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) 

  出席者:藤田･乾･木下･永田･澤村･渡邉 各会員 

 

 

 

 


