
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 ４月１１日(木)第３４回（通算２１１５号） 

  

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

本年度第３４回〔 ４月１１日(木)〕      本年度第３５回〔 ４月１３日(土)〕 

プログラム  プログラム  

「神戸第 2グループ I.M. 準備例会」 「神戸第 2 グループ  I.M.」 

     14：30～19：40 

 於:大歳の間    於:舞子ビラ  本館 2F六甲の間 

    懇親会  本館 3F舞子の間 

シンギング   

 「花」 

  

   

 

 

 

 

会合予告  

エレクト理事会④ 4月 11日(木) 例会終了後 例会場 

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 

地区研修･協議会 5月 11日(土) 10：30～16：30 神戸ポートピアホテル 

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 

懇親会 18：00～ 

垂水ゴルフ倶楽部 

増田屋本店 

 

幹事報告 

 配付物 「ガバナー月信 4月号」「ロータリーの友 4月号」 

 回覧物 「THE ROTARIAN 4月号」「米山梅吉記念館 館報 2019春号」 

「3月例会報告･検討事項(垂水プロバスクラブ)」 

 

① 明後日 4月 13日(土)は、神戸第 2グループ I.M.です。次週 4月 18日(木)は 4月 13日

(土)の I.M.に変更となりますので、例会はありません。 

② 矢野宗司ガバナーより地区大会参加に対するお礼状を頂きました。 

③ 「ワンダフル通信 No.89」を各テーブルに置いております。ご入用の方はお持ち帰り下さい。 

④ 生誕 150周年 ㈶米山梅吉記念館創立 50周年記念事業出版 伝記「米山梅吉ものがたり」

頒布のご案内を頂きました。詳細は回覧しています。(A5版・280頁 1,800円【税別】) 

ご入用の方は事務局までお申し出下さい。 

 

 

 

 

 

本日の MENU 小鯛姿煮付け･おかきこ揚げ･きのこ胡麻クリーム和え･御飯･香の物･赤出汁 

本日の BGM 「朧月夜」「春の歌」他 



⑤ 米山梅吉記念館より、下記のご案内を頂きました。 

＜春季例祭＞ 

日 時：2019年 4月 20日(土)14：00～  

場 所：米山梅吉記念館 大ホール 

登録料：無料 

＜米山梅吉記念館 創立 50周年記念式典＞ 

 日時：2019年 9月 14日(土)14：00開式(13：00より受付) 

 場所：東レ総合研修センター(三島市)・米山梅吉記念館 

 登録料：10,000円 

※詳細は回覧しています。参加希望される方は事務局までお申し出下さい。 

 

４月４日(木) 例 会 報 告                             

◆ゲ ス ト 鈴木孝紀さん(クラリネット奏者)･愛川 聡さん(ギター奏者)･田中久美子さん、 

 山崎貴美子さん(元会員ご夫人)、藤田 文さん･藤田麻衣さん･乾 紅美さん･ 

 柳まゆこさん･柳 欣孝さん･河合純子さん･中塚玲子さん･澤村美由貴さん･ 

 渡邉美千さん･山中逸子さん･八代千枝さん･由良澄子さん(会員ご家族) 

◆ビジター 中村芳文氏(神戸 R.C.)･柏木善平氏(明石西 R.C.) 

◆欠 席 者 藤本君･森田君 

◆メークアップ 近平君･藤田君･星島君･乾君･木下君･永田君･中塚君･澤村君･田中君･鴇田君･ 

 山中君･善國君(地区大会)3/24 

◆出 席 率  会員数２６（１８）名 出席者２４／２５名 出席率 96.00％ 

  出席率(メークアップ含まず)92.00％  

 

会長報告 

 本日は観桜家族例会という事で、大勢の方々にお集まり頂きまして、ありがとうございます。 

 3月 24日(日)、地区大会に出席してまいりました。例年三ノ宮での開催ですが、今年は加古川

でした。竹田恒泰さんの講演があり、元号を持っている日本がいかに素晴らしいかをお話頂き、

なるほどと納得させて頂きました。また、昼食の時のお弁当のふたを見ると歌が 2首印刷され

ていました。パストガバナーの加藤さんが作られたそうです。美味しく頂きました。 

 

☆永田会員に米山記念奨学生カウンセラーの感謝状と 2019-20年度国際ロータリー第 2680地区 

米山記念奨学委員会 委員の委嘱状をお渡ししました。 

 

ニ コ ニ コ 箱（本日合計７５，０００円／累計９４６，０００円） 

 山崎貴美子さん、新井君(ゲストの皆様ようこそ。素晴らしい桜を見ながら楽しいひと時を過ご

しましょう)、藤田君(満開の桜、楽しみましょう)、乾君(我が家の 80年の桜も昨日からライト

アップしています。ぜひご覧下さい)、木下君(先日はスプリングコンサートありがとうござい

ました。今日は楽しみましょう)、増田君(桜が咲いていてよかったです)、澤村君(素晴らしい

観桜会になりましたね。本日は美由貴様の誕生日です。おめでとう。これからも仲良くね)、 

田中君(77才を楽しく健康に迎える事ができました。皆様に感謝)、山中君、善國君(観桜会、今

年は見事です。楽しく)、由良君(結婚記念日の美しい花を頂いて) 

    3月ニコニコ箱合計２４，０００円 

 

会合開催報告 

・地 区 大 会 3月 24日(日) 於:加古川市民会館･加古川プラザホテル 

  (2日目) 出席者:近平･藤田･星島･乾･木下･中塚･永田･澤村･田中･鴇田･山中･善國各会員 

 ・観桜家族例会 4月 4日(木)18：00～20：30 於:須磨観光ハウス  

  アトラクション：クラリネット 鈴木孝紀さん・ギター 愛川 聡さん･ 

  田中久美子さん 

  出席者:会員 23名･家族他 18名 計 41名 

 

 



5月プログラム予告(予定) 

  2日  休 会(祝日の為) 

  9日 「基隆東區扶輪社訪問報告および台湾の旅」 藤田和昭会長 他 

 16日 「(仮題) 海外旅行最新事情」  H.I.S. 大重瑞希様 

 23日 「(仮題) カナダの話」  日本カナダ会 事務局長 河合純子さん 

 30日 「未 定」 星島一夫会員 

 

 

 

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 

4月 12日

（金） 

12:30 神戸西 *1 →13日(土)に移動例会 I.M.の為 

18:00 明石南 *3 
→例会変更 観桜例会(明石西 R.C.との合同例会)ルミナス神戸船上パーティー  

(メークアップは明康殿玄関にて 18：00まで) 
 

4月 15日 

(月) 

12:30 神戸東灘 *4 卓 話                 河村 明会員 

18:00 神戸南 *5 →移動例会 創立 35周年記念例会 於:西村屋ダイニング 

18:30 神戸北 *2 →13日(土)に変更 神戸第 2グループ I.M.の為 

4月 16日 

（火） 

12:30 神戸東 *1 →17：00～に変更 創立 65周年式典並びに祝賀会 

12:30 神戸ベイ *4 会員卓話                西村敬三会員 

18:30 神戸六甲 *2 →移動例会 

18:30 神戸中 *1 →13日(土)神戸第 2グループ I.M.に変更 

12:30 明石北 *6 運動不足解消 チェア エクササイズ    浅田雅之会員 

4月 17日 

（水） 

12:30 神戸須磨 *7 公立と私立               江本博文会員 

12:30 明石 *6 イラストレーター･江口寿史特別展に寄せて 明石市立文化博物館 梶原誠太郎氏  

4月 18日 

(木) 

7：00 神戸モーニング *9 最近の金融・経済情勢について 日本銀行 武元和彦氏(神戸 R.C.)  

12:30 神戸 *5 未 定      G.G.ワイン オーナー 山本香奈さん 

12:30 神戸西神 *8 弁護士会長を終えて           藤掛伸之会員 

17:30 明石西 * 臨時クラブ総会 

4月 19日

（金） 

12:30 神戸西 *1 卓 話                飯田美奈子会員 

18:00 明石南 *3 臨時総会 
 

4月 22日 

(月) 

12:30 神戸東灘 *4 卓 話                 池尾浩之会員 

18:00 神戸南 *5 R情報委員会担当例会 ご近所からみた神戸南 R.C. 神戸西 R.C. 矢坂誠徳会員  

18:30 神戸北 *2 韓国の事情について           塩谷 満会員 

4月 23日 

（火） 

12:30 神戸東 *1 未 定 

12:30 神戸ベイ *4 会員卓話                西山勝敏会員 

18:30 神戸六甲 *2 ひょうご五国+ワールドフェスタ DVD鑑賞 

18:30 神戸中 *1 →例会変更 親睦家族例会の為 

12:30 明石北 *6 ロシア旅行               吹田佳明会員 

4月 24日 

（水） 

12:30 神戸須磨 *7 未 定                 中右剛彰会員 

12:30 明石 *6 →18：30～に変更 クラブ奉仕･R 情報研修例会 於:ホテルキャッスルプラザ  



4月 25日 

(木) 

7：00 神戸モーニング *9 →22日(月)に移動例会 

12:30 神戸 *5 御代替りの諸儀式について パストガバナー 生田神社名誉宮司 加藤隆久会員 

12:30 神戸西神 *8 写真が 1枚、ウン億円の話     写真家 野本大意様 

17:30 明石西 * 友愛の日･ミャンマーを訪ねて  伊藤勝晧国際奉仕委員長 
 
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＞ 

 

・2 0 1 9 年  地 区 研 修 協 議 会 

 日 時：2019年 5月 11日(土)10：30～16：30（予定） 

  ※開会時間は 10時 30分ですのでご注意ください 

  ※昼食をご用意いたします 

 場 所：神戸ポートピアホテル・ポートピアホール 

 出席義務者： 2019-20年度 

  会長(クラブを成功に導くリーダーシップ会長編をご持参ください) 

  幹事、クラブ管理運営・会員増強・職業奉仕・社会奉仕・青少年奉仕・ 

  国際奉仕・ロータリー財団・米山記念奨学の各委員長（計 10部門） 

  ・なお、国際奉仕部門とロータリー財団部門は「新版 補助金申請・補助金管理 

  マニュアル」をご持参ください 

 ※ご欠席の場合には代理の方のご出席をお願いいたします。 
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