
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２１日(木)第２８回（通算２１１０号） 

  

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

本年度第２８回〔 ２月２１日(木)〕      本年度第２９回〔 ２月２８日(木)〕 

プログラム  プログラム  

「45 周年記念式典について」 「神戸ワインの試飲とお話」 

 大 会 長 星 島 一 夫   

実行委員長 木 下  保   於:大歳の間 

  於:大歳の間 

シンギング  シンギング 

 「ペチカ」 「雪の降る町を」 

   

 

 

 

 

 

 

会合予告  

I.M.実行委員会 2月 21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 

定例理事会⑨ 3月 7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  

 回覧物 「2月例会報告･検討事項(垂水プロバスクラブ)」 

     「平成 31年神戸まつり垂水区協賛会理事会 議案書(神戸まつり垂水区協賛会)」 

 

① 次週 2月 28日(木)はワインの試飲がございますので、お車でのご来場はご遠慮下さい。 

 

２月１４日(木) 例 会 報 告                             

◆ゲ ス ト 小林亜希子さん(バイオリン演奏)・田中久美子さん(ピアノ演奏) 

◆欠 席 者 藤本君･森田君･吉川君 

◆メークアップ 澤村君(阪神第 1グループ I.M.)2/9、山中君(神戸中 R.C.)2/12 

◆出 席 率  会員数２６（１８）名 出席者２３／２４名 出席率 95.83％ 

  出席率(メークアップ含まず)91.67％  

 

 

 

本日の MENU サーモンサラダ、クレム･ド･マイス、ポークロインカツレツ デミグラスソース 他  

本日の BGM 「早春賦」「仰げば尊し」他 



会長報告(神戸垂水 R.C.) 

 本日は合同例会という事で、神戸須磨 R.C.の皆様、ご出席頂きましてありがとうございます。

先日、神戸須磨 R.C.の例会に出席させて頂きました。須磨寺の副住職さんの卓話を聞かせて頂

き、感動致しました。「仏教は実践が大事である。庭掃除や薪割りから入って、仏教の神髄に

たどり着く」というようなお話があり、私の理解の仕方は浅いのかもしれませんが、自分の仕

事においても机の上で悩んで考えるより、現場に出たりする事が大事なのかなと思いました。

この後、宴席も交えまして皆様と楽しく過ごしたいと思います。よろしくお願い致します。 

 

会長報告(神戸須磨 R.C.) 

 神戸垂水 R.C.の皆様には本日お世話になります。いつも澤村ガバナー補佐に随分お気遣い頂い

て感謝申し上げます。本日はバレンタインデーですが、嫁さんはチョコレートをくれませんで

した。結婚して 50年もするとこんなもんかなと思っております。先日のインターナショナルナ

イトでは、神戸須磨 R.C.の皆様にお力添えを頂いて大変盛り上がり、よかったなと思っており

ます。本日は本当にお世話になります。よろしくお願い致します。 

 

ニ コ ニ コ 箱（本日合計２１，０００円／累計８２５，０００円） 

 神戸須磨 R.C. 会長 米田睦雄氏･幹事 田中 勝氏(神戸垂水 R.C.の皆様、お世話になりま

す)、新井君･近平君･藤田君･増田君･八代君(神戸須磨 R.C.の皆様ようこそいらっしゃいました。

楽しいひと時をお過ごし下さい)、乾君(神戸須磨 R.C.の皆様ようこそ!!私は須磨生まれ、須磨

育ち、よって神戸須磨 R.C.さんには愛情を感じています!!今日はバレンタインデー→ニコニコ

チョコを送ります) 

 

☆他クラブよりのお知らせ 

 例会変更 

  明石西 R.C. 3月 7日(木) 職場例会の為 

  神戸ベイ R.C. 3月 19日(火)を 23日(土)･24日(日)に変更 地区大会 

  神戸西 R.C. 3月 22日(金)を 23日(土)･24日(日)に変更 地区大会 

   3月 29日(金) 観桜例会･酒味の会の為 

  神戸東灘 R.C. 3月 25日(月)を 23日(土)･24日(日)へ変更 地区大会 

  神戸北 R.C. 3月 25日(月)を 23日(土)･24日(日)へ変更 地区大会 

  明石北 R.C. 3月 26日(火)を 27日(水)に変更 明石 R.C.との合同例会の為 

  明 石 R . C . 3月 27日(水) 明石北 R.C.との合同例会の為 

 

 休  会 

  3月 12日(火) 神戸中 R.C. (定款により) 

  3月 13日(水) 明石 R.C. （定款により） 

  3月 20日(水) 神戸須磨 R.C. (特別休会日) 

3月 21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.（祝日の為） 

  3月 22日(金) 明石南 R.C. (定款により) 

 

会合開催報告 

 ・神戸須磨 R.C. 神戸垂水 R.C. 2月 14日(木)18：00～20：30 於:本館 3F舞子の間 

  合同例会  出席者:神戸須磨 R.C. 会員 17名･米山奨学生 1名･事務局 1名 

                   神戸垂水 R.C. 会員 22名･演奏者 2名･事務局 2名 

  計 45名 

 

3月プログラム予告(予定) 

  7日     「音楽家族例会 大正琴演奏」 

 14日     「スプリングコンサート打合せ会」 社会奉仕委員長 木下 保 

 21日      休 会(祝日の為) 

 23日(土) 「垂水区民講座(スプリングコンサート)」(28日(木)の例会を 23日(土)に変更) 

 



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 

2月 22日

（金） 

12:30 神戸西 *1 →18日(月)に移動 神戸北 R.C.との合同例会の為 

18:00 明石南 *3 八十路雑感               灰野信彦会員 
 

2月 25日 

(月) 

12:30 神戸東灘 *4 KONANDO Labo稼働            水落 充会員 

18:00 神戸南 *5 イングリシュローズについて ローズ･ガーデン･デザイナー 平岡 誠さん  

18:30 神戸北 *2 ピアノ演奏による映画音楽の夕べ  奏者：奥村 悦子氏 

2月 26日 

（火） 

12:30 神戸東 *1 

働き方改革の中、個を活かす経営を目指して 

～今、職場に求められる承認の重要性～ 

社会保険労務士 橘 雅恵先生 

12:30 神戸ベイ *4 会員卓話                三上修司会員 

18:30 神戸六甲 *2 
阪神淡路大震災の教訓を踏まえた安全なまちづくりについて 

神戸市危機管理室 防災啓発担当 係長 浅田香織様 

18:30 神戸中 *1 法定外公共物について         山本裕一郎会員 

12:30 明石北 *6 建築シリーズ Part3(光明寺)       濱端 俊会員 

2月 27日 

（水） 

12:30 神戸須磨 *7 宮中祭祀と御代替 その 2        奥田雅人会員 

12:30 明石 *6 委員会報告              幹事･各委員長 

2月 28日 

(木) 

7：00 神戸モーニング *9 ゲストスピーチ 山本化学工業㈱社長 山本富造氏(大阪フレンド R.C.)  

12:30 神戸 *5 未 定 

12:30 神戸西神 *8 健康立ち姿、正しい歩き方 神戸モデルズ 清家すみれ氏 

17:30 明石西 * 友愛の日･創立記念例会(時間延長 17：30～19：30) 
 
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･乾･磯田･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 

 

 


