
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 ３月 ７日(木)第３０回（通算２１１２号） 

  

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

本年度第３０回〔 ３月 ７日(木)〕      本年度第３１回〔 ３月１４日(木)〕 

プログラム＜10分延長＞  プログラム  

「音楽家族例会  大正琴演奏」 「第 32回垂水区民講座 

 和響＆神戸くらむちゃうだ～ スプリングコンサート打合せ会」 

  於:五色の間   社会奉仕委員長 木 下  保 

     於:大歳の間 

  

シンギング  シンギング 

 「君が代」 「春の小川」 

   

 

 

 

 

 

3月誕生祝 藤田君 3日 乾君 8日 中塚君 13日 山中君 19日 鷲尾君 20日  

 吉川君 23日 増田君 28日 

 

3月結婚祝 森田君 4日 善國君 5日 中塚君 21日 

 

会合予告  

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 

垂水プロバスクラブとの 

   懇親ゴルフコンペ  

4月 19日(金) 9：00集合 淡路カントリー倶楽部 

会長･幹事･ガバナー補佐 

慰労ゴルフコンペ  

5月 26日(日) コンペ 9：00集合 

表彰式 18：00～ 

垂水ゴルフ倶楽部 

増田屋本店 

  

幹事報告  

 配付物 「エレクト理事会③ 議事録」  回覧物 「基隆東 R.C. 週報」 

 

① 本日、例会時間が 10分延長となります。 

② 3月 21日(木)は、祝日の為休会です。また、3月 28日(木)の例会は、3月 23日(土)の垂

水区民講座に変更となります。 

③ 4月 18日(木)の例会は 4月 13日(土)I.M.に変更となります。 

 

 

本日の MENU 揚げ太刀魚のあんかけ・牛筋煮込み・酢の物・御飯・赤出汁・香の物 

本日の BGM 「春よ来い」「どこかで春が」他 



④ ・・・深 川 純 一 先 生  偲 ぶ 会 の ご 案 内・・・ 

 日 時：2019年 4月 15日(月)受付 13：15 開会 14：00 

 場 所：伊丹シティホテル 3F 

 発起人：国際ロータリー第 2680地区 ガバナー 矢野宗司 

     伊丹ロータリークラブ 会長 入潮晃暢 

※ご香典・ご供花・お供えの儀はご辞退されています。当日は平服でお越し下さい。 

※ご参会される方は事務局までお申し出下さい。 

⑤ 兵庫県立美術館より下記の展覧会のご案内を頂きました。 

・特別展「没後 130年 河鍋暁斎」 

 （チラシを配付しています。また、1組 2名様分の招待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） 

   ・「不思議の国のアリス展」 

（チラシを各テーブルに置いております。ご興味のある方はお持ち帰り下さい） 

 

先週の幹事報告追加分 

① My Rotary登録率 50％達成にご協力頂き、ありがとうございました。まだ登録がお済みで

ない方もぜひもう 1度トライしてみて下さい。 

② 「ガバナー月信 3月号」「ロータリーの友 3月号」を配付しています。 

 

２月２８日(木) 例 会 報 告                             

◆ゲ ス ト 一般財団法人 神戸みのりの公社 ワイン事業部 営業課 大西省三氏・製造課 

 日浦知之氏(ゲストスピーカー)、河合純子さん(会員ご夫人) 

◆欠 席 者 藤本君･増田君･森田君･永田君･吉川君 

◆出 席 率  会員数２６（１８）名 出席者２１／２３名 出席率 91.30％ 

  出席率(メークアップ含まず)90.91％ 2/14補正 95.83％ 

 

会長報告 

① 本日は神戸みのりの公社の大西様、日浦様にワインのお話をして頂きます。ワインがたく

さん用意されていて非常に楽しみです。よろしくお願い致します。 

② 先日、神戸国際大学附属高等学校の卒業式に出席してきました。初めて礼拝形式の卒業式

に出席しましたが、大変感動しました。中でも一番感動したのはたくさんの方を従えて会

場に入ってこられた八代会員の姿でした。普段の八代会員とはまた違った素晴らしい牧師

先生の姿が大変印象的でした。 

 

神戸第 2グループ 澤村ガバナー補佐 

① お陰様で神戸垂水 R.C.の My Rotary登録率が今週月曜に 50％に到達し、今日現在登録者 15

名で、57.7％となりました。皆様ご協力ありがとうございました。あと、神戸第 2グルー

プでは神戸西 R.C.のみとなっておりましたが、再度ご協力をお願いしましたところ、昨日

登録率が 53％くらいになりますとのお知らせを頂きました。R.I.の方に数字が反映される

まで数日かかるそうですが、これで神戸第 2グループ全てのクラブで登録率 50％達成とな

りそうです。大変嬉しいです。本当にありがとうございました。 

② 3月 23日(土)・24日(日)の地区大会に多数登録頂き、ありがとうございます。舞子駅から

になると思いますが、当日の電車の時間や現地でのバスのお迎え等について、3月に私より

アナウンスをさせて頂きます。よろしくお願い致します。 

 

社会奉仕委員会 

 広報誌「たるみ」3月号に、スプリングコンサートのアナウンスが出ています。お知り合いの方

に掲載された旨ひとことお伝え頂けたらと思います。よろしくお願い致します。 

 

 

 

 



ニ コ ニ コ 箱（本日合計１２，０００円／累計８４７，０００円） 

 神戸第 2グループ 澤村正夫ガバナー補佐、藤田君(本日のワイン、お話も飲むのも楽しみで

す)、八代君(藤田会長、お忙しい中本校卒業式にお越し下さいましてありがとうございまし

た！本日のワイン楽しみです)、由良君(神戸みのりの公社 大西様、日浦様、神戸ワインのお話

楽しみにしています)   2月ニコニコ箱合計７２，０００円 

 

会合開催報告 

 ・神戸国際大学附属高等学校卒業式 2月 22日(金) 於:学校講堂 出席者:会長 

 ・エレクト理事会③ 2月 28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 

3月 8日

（金） 

12:30 神戸西 *1 PET検査について 大阪医科大学放射線医学教室 准教授 小森 剛氏  

18:00 明石南 *3 ロシア旅行記              伊藤明彦会員 
 

3月 11日 

(月) 

12:30 神戸東灘 *4 未 定 

18:00 神戸南 *5 アルバコンサート      アルバ奏者 金子芽生さん 

18:30 神戸北 *2 鈴蘭台駅前広場時計寄贈         西村文茂会員 

3月 12日 

（火） 

12:30 神戸東 *1 

平成版〝岩倉使節団〞文部科学省初の官民恊働事業  

「トビタテ！留学 JAPAN日本代表プログラム」成果と可能性 

文部科学省 官民協働海外留学創出プロジェクト 

プロジェクトディレクター補佐 荒畦 悟氏･半井翔太氏 

12:30 神戸ベイ *4 米山奨学生卓話      ヌルリナビンティアズミさん 

18:30 神戸六甲 *2 会員卓話                坂部典生会員 

18:30 神戸中 *1 休 会(定款により) 

12:30 明石北 *6 JR明石→朝霧 120円 5時間      林 祝雄会員 

3月 13日 

（水） 

12:30 神戸須磨 *7 近頃の商店街あれこれ          武貞知範会員 

12:30 明石 *6 休 会(定款により) 

3月 14日 

(木) 

7：00 神戸モーニング *9 
ビジネスと社会貢献を同時に行う企業づくり〜国連が推進している SDGs の実体ってなに〜  

㈱テーブルクロス代表 城宝薫氏 

12:30 神戸 *5 未 定           神戸ローターアクトクラブ 

12:30 神戸西神 *8 プロゴルファーによる講演        赤川プロ 

17:30 明石西 * 貴方の知らない冷凍食品の世界 エフエフプレス代表 山本純子氏 
 
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＞ 
 
・2018 学年度  米山記念奨学生修了式・歓送会 

日 時：2019年 3月 10日(日) 15：30～受付 16：00～開会・終了証書授与 

 16：30～懇親会 18：30 閉会 

会 場：第一楼  

会 費：5,000円（ロータリアンのみ・当日ご用意ください） 

出席者:米山奨学生 ラファエル･ヨギアさん・永田カウンセラー 

 

 

 



・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 

  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 

 


