
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 ２月 ７日(木)第２６回（通算２１０８号） 

  

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

本年度第２６回〔 ２月 ７日(木)〕      本年度第２７回〔 ２月１４日(木)〕 

プログラム  プログラム  

「2 0 1 9 年 の 経 済 の 行 方」  「神戸須磨 R.C. 神戸垂水 R.C. 合同例会」 

神戸西ロータリークラブ  18：00～20：30 

会 長 笹 倉 宣 也 氏  於:本館 3F 舞子の間 

  於:大歳の間    

シンギング  シンギング 

 「君が代」 「雪山讃歌」 

   

 

 

 

 

 

 

2月誕生祝 澤村君 3日 藤本君 5日 

 

2月結婚祝 新井君 3日 

 

会合予告  

定例理事会⑧ 2月 7日(木) 例会終了後 例会場 

スプリングコンサート下見 2月 22日(金) 19：30～ 舞子ビラ あじさいホール 

エレクト理事会③ 2月 28日(木) 例会終了後 例会場 

垂水区民講座 3月 23日(土)  舞子ビラ あじさいホール 

地区大会 3 月 23 日(土)･24 日(日)  加古川市民会館･加古川プラザホテル  

神戸第 2グループ I.M. 4月 13日(土) 14：30～20：00 舞子ビラ 

 

幹事報告  

 配付物 「ガバナー月信 2月号」「ロータリーの友 2月号」「エレクト理事会②議事録」 

 回覧物 「基隆東 R.C. 週報」 

 

① 次週 2月 14日(木)は、「神戸須磨 R.C. 神戸垂水 R.C. 合同例会」です。例会時間は

18：00～20：30、会場は本館 3F舞子の間です。アルコールが出ますので、お車でのご来場

はご遠慮下さい。 

② 2月 11日(月)が祝日の為、次週の事務局出勤日は 2月 13日(水)･14日(木)となります。 

③ 神戸第 2グループ 澤村ガバナー補佐より、ポリオ青少年交換チャリティー募金ご協力に

対するお礼のメールを頂きました。神戸第 2グループとして 130,859円が集まり、ガバ

ナー事務所へ送金されました。 

 

本日の MENU コック･ムイエット ベーコンバトネとポルチーニのブルーテ仕立て、スープカレーチキン 他 

本日の BGM 「エーデルワイス」「サウンド･オブ･ミュージック」他 



④ ロータリーの友事務所より「2019-20年度版 ロータリー手帳」頒布のお知らせを頂きまし

た。回覧していますので、ご入用の方はご記入下さい。(1部定価 600円＋消費税(送料別)) 

⑤ 2月のロータリーレートは 1ドル 110円です。(1月 1ドル 112円) 

⑥ 兵庫陶芸美術館より、特別展「瀬戸ノベルティーの魅力―世界に愛されたやきものたち―」

のチラシを頂きました。各テーブルに置いておりますのでご入用の方はお持ち帰り下さい。

また、招待券と特別割引券も頂いております。ご興味のある方は事務局までお申し出下さい。 

 

先週の幹事報告追加分 

 My Rotaryの登録を個別にお願いしております。現在当クラブの登録率は最下位に近いところに

おります。ぜひともお帰りになられましたらご登録をよろしくお願い致します。 

 

１月２４日(木) 例 会 報 告                             

◆ゲ ス ト 株式会社セラピット 代表取締役 大浦由紀氏(ゲストスピーカー)、 

 善國廣美さん(会員ご夫人) 

◆欠 席 者 藤本君･増田君･森田君･八代君･吉川君･由良君 

◆メークアップ 澤村君(神戸西 R.C.)1/18･(地区増強拡大委員会)1/19、永田君(地区米山奨学委員会)1/19 

◆出 席 率  会員数２６（１８）名 出席者２０／２３名 出席率 86.96％ 

  出席率(メークアップ含まず)82.61％ 1/10補正 90.91％ 

 

会長報告 

① 先週は欠席しまして、失礼致しました。熱は大したことはなかったのですが、調子が悪く 

4日ぐらい家を出ずじっとしておりました。思うに、一日寒い中をうろうろ歩き回ったのが

いけなかったようです。インフルエンザが流行っているようですので、皆様お気を付け下

さい。 

② 地区大会が加古川で開催されますが、ぜひともご登録をよろしくお願い致します。 

 

田中会員 

 先日、澤村ガバナー補佐から、当クラブの地区大会の登録者数が大変少ないので皆さんにもう

一度声をかけて参加してもらえるようお願いして頂きたいと電話がありました。他クラブは全

員登録で対応しているところも多いようです。澤村さんにガバナー補佐をお願いした際、「皆

さんが協力して下さるなら」という事でお引き受け頂きました。先ほど、個別に皆さんにご登

録をお願いしましたら、ほぼ全員登録に近い形で気持ち良く出席のお返事を頂きました。本当

にありがとうございます。 

 

橋本次期幹事 

 本日例会終了後、エレクト理事会を開催しますので、理事の方はご出席よろしくお願い致します。 

 

☆善國会員にポール･ハリス･フェロー･ピン(4回目)をお渡ししました。 

 

ニ コ ニ コ 箱（本日合計３５，０００円／累計７７５，０００円） 

 藤田君･善國君(大浦様ようこそ。本日の卓話よろしくお願いします)、澤村君(理事会に出席で

きなくてごめんなさい。1月 23日～25日、九州に出張しています)、田中君･山中君(結婚記念

を頂いて) 

 

☆他クラブよりのお知らせ 

 例会変更 

  神戸 R.C. 2月 21日(木)17：30～に変更 ロータリー創立 114 周年記念例会並びに家族会の為 

 

会合開催報告 

 ・エレクト理事会② 1月 24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） 

※2月 11日(月)は祝日の為、各クラブ休会です。 

月日 時間 クラブ名/会場 プログラム 

2月 8日

（金） 

12:30 神戸西 *1 休 会 

18:00 明石南 *3 フリートーク 
 

2月 12日 

（火） 

12:30 神戸東 *1 休 会(定款により) 

12:30 神戸ベイ *4 卓 話                 本川英暁会員 

18:30 神戸六甲 *2 会員卓話                中間秀一会員 

18:30 神戸中 *1 雑感                  吉田泰弘会員 

12:30 明石北 *6 
法人税税務調査の実態  

ソニー生命保険株式会社 ライフプランナー(元国税調査官) 田中裕司氏 

2月 13日 

（水） 

12:30 神戸須磨 *7 →14日(木)に変更 神戸垂水 R.C.合同例会 於:舞子ビラ 

12:30 明石 *6 あなたも一句 川柳の世界   川柳作家 大西泰世さん 

2月 14日 

(木) 

7：00 神戸モーニング *9 →例会変更 神戸西神 R.C.との合同移動例会の為 

12:30 神戸 *5 未 定 

12:30 神戸西神 *8 神戸モーニング R.C.合同例会 神戸港の歴史について 神戸港振興協会 森田氏  

17:30 明石西 * 金子みすゞの世界～対象と一つになる～ ㈱アクティ 代表取締役 清水義昭氏 
 
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＞ 

 

・第 3 回  会 長 ・ 幹 事 会 

 日 時：2019年 3月 15日(金)17：50より受付  

 場 所：宴海の幸「活き意気」三宮駅前店  

 会 費：8,000円  

 内 容：①各クラブ MY ROTARYの報告 ②地区大会の出席報告 ③I.Mの出席状況報告 ④その他 

  

・2019 年会長エレクト研修セミナー（ＰＥＴＳ） 

 日 時：2019年 3月 17日(日)12：30～登録 13：00～17：45セミナー 18：00～19：45懇親会 

 場 所：神戸ポートピアホテル 

 出席者：星島会長エレクト 

 ※「クラブを成功に導くリーダーシップ：会長編」を事前にお目通しいただき、当日必ず 

ご持参くださいますようお願い申し上げます。 

 

・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: 新井･近平･藤田･橋本･星島･磯田･乾･木下･小林･小坂･永田･中塚･澤村･ 

   田中･鴇田･鷲尾･渡邉･山中･善國･由良 各会員 

 


