
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 ５月 ９日(木)第３７回（通算２１１７号） 

  

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

本年度第３７回〔 ５月 ９日(木)〕      本年度第３８回〔 ５月１６日(木)〕 

プログラム  プログラム  

「神戸垂水 R.C. 親善友好訪台団」  「海 外 旅 行 最 新 事 情」 

   H.I.S. 大重瑞希さん 

 於:大歳の間   於:大歳の間 

          

シンギング  シンギング 

 「君が代」  「汽車」 

  

   

 

 

 

 

5月誕生祝 橋本君 16日 

 

5月結婚祝 永田君 5日 吉川君 18日 澤村君 19日 藤本君 28日 

 

会合予告  

定例理事会⑪ 5月 9日(木) 例会終了後 例会場 

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 5月号」「ロータリーの友 5月号」 

 回 覧 物 「5月例会報告･検討事項(垂水プロバスクラブ)」 

 添付書類 「エレクト理事会⑤ 議事録」 

 

① ・・・クラブアッセンブリー (現・新引継 )のご案内・・・ 

 日 時：2019年 6月 13日(木)17：30～ 於:本館 3F藤の間 

※現・新委員長及び入会 3年未満の会員の方はご出席下さい。委員長が欠席の場合は代理 

の方のご出席をお願い致します。 

② 現委員長に活動報告書用紙、新委員長に基本方針・活動計画(案)用紙を配付しています。 

5月 27日(月)までにご提出下さい(〆切厳守)。 

③ 5月 30日(木)は、定款により休会です。 

 

 

本日の MENU シーザーサラダ・筍のポタージュ パイ包み焼き・海の幸のフィルム包み焼き 他 

本日の BGM 「若葉」「おかあさん」他 



④ ロータリーの友事務局より「ロータリーの友」電子版のご案内を頂きました。閲覧方法は

下記の通りです。 

 1. ロータリーの友ホームページ www.rotaty-no-tomo.jp にアクセス。 

 2. ロータリーの友電子版をクリック。 

 3. IDとパスワードを入力。 

※ID及びパスワードは事務局までお尋ね下さい。 

⑤ 5月のロータリーレートは 1ドル 112円です。(4月 1ドル 110円) 

 

先週の幹事報告追加分 

 「THE ROTARIAN 5月号」を回覧しています。 

 

４月２５日(木) 例 会 報 告                             

◆ゲ ス ト 合気道神戸祥平塾 代表 川端政美さん・塾生 井原里香さん･細越真由美さん 

 (ゲストスピーカー)、兵庫県立視覚特別支援学校 学校長 長谷川 啓輔先生 

◆欠 席 者 藤本君･磯田君･増田君･森田君･吉川君 

◆メークアップ 星島君(日本ロータリーEクラブ 2650)4/13、永田君(公共イメージ委員会)4/22 

◆出 席 率  会員数２６（１７）名 出席者２１／２２名 出席率 95.45％ 

  出席率(メークアップ含まず)95.45％  

 

会長報告 

 先週の例会が変更になっていましたので、すごく久しぶりな感じが致します。4月 13日(土)、

大きなイベントであります澤村ガバナー補佐主催の I.M.が皆様のご協力のもと、成功裡に終わ

りました事、感謝申し上げます。当日、挨拶やスピーチで大変緊張しておりましたが、皆様に

は会場の整理等、お気遣い頂きました。後程、澤村ガバナー補佐からもご挨拶あるかと思いま

す。I.M.の後は 5月 3日より基隆東 R.C.へ有志の方々と共に訪問する予定です。10連休という

事で空港が大変混雑すると思いますが、基隆東 R.C.の方々と友好を深め、来年度の 45周年記念

式典のご案内と共同奉仕活動のご了解を頂きに参ります。 

 

兵庫県立視覚特別支援学校 学校長 長谷川啓輔先生 

 この度、本校生徒達の自立に向かって大変役立つものを寄贈して頂けるという事で、大変感謝

しております。本当にありがとうございます。本校は、なかなか知って頂く機会が少ないと

思っています。私は兵庫県色々な高校を回ってきました。兵庫県は大きく 5つの学区に分かれ

ていますが、5つの学区全て赴任し、色々な校種も経験させて頂きました中で、今回視覚特別支

援学校校長を命ぜられました。視覚支援、特に特別支援という教育に大変興味があり、行って

みたいと思っていたのですが、全く経験のない中でジャッジメントをしていかなければならな

い立場で赴任する事にものすごく不安を覚えました。当校は、幼小部・中学部・高等部、高校

を卒業した専攻科があり、60才を超えた方も生徒としておられます。目が悪いだけでなく他に

も重複の障がいを持つ子ども達もいれば、弱視や全く見えない子どもたちもいます。全く目の

見えない教職員もおります。県立の学校なので、北は養父、宍粟といったところの生徒が寮に

入って勉強しています。寮の指導員や料理を作る方、幼稚園から高校の先生、専門学科の先生

もおられます。すごい学校だなと来た時は感動しました。生徒達も本当に一生懸命やっていま

す。授業は先生がゆっくり喋るのを聞き覚えて点字を素早く打っていきます。英語の授業では

アルファベットを点字で打ち、数学の授業では対角線を手で触って探しながらやっています。

そんな生徒達の姿を目の当たりにし、日常が大切だという思いと、何とか子供たちに一生懸命

やっていきたいという思いをもっています。日頃の先生方、生徒たち、保護者の方の頑張りの

中で、今回このようなお話を頂き、本当に感謝申し上げます。前任の仲山の時に申し出ていた

物が年度末に予算が付き充足することができましたので、今回少し内容が変わりパーキンスブ

レイダー点字作成機の方を急きょお頼み申し上げました。できるだけ生徒の役に立つものをと

いうことで、急に変わり申し訳ない中、寄贈頂けるということで進んでおります。お世話にな

りますが、今後共よろしくお願い申し上げます。 

 

 



神戸第 2グループ 澤村ガバナー補佐 

① 4月 13日(土)の I.M.では、皆様のご支援とご協力を頂きまして、本当にありがとうござい

ました。 

② 基隆東 R.C.へ 5月 3日から 6日まで藤田会長･星島会長エレクト･田中次期国際奉仕委員長

始め 6名で行って参ります。当クラブの記念事業の素晴らしさをお伝えし、ご協力をお願

いして参ります。先ほどの校長先生のお話を伺い、心打たれたところでございます。我が

クラブと基隆東 R.C.で 45周年記念事業が成功するよう頑張っていきましょう。5月 3日は

舞子ビラを午前 6時に出発します。よろしくお願いします。 

 

国際奉仕委員会 

 来週、基隆東 R.C.訪問に田中次期国際奉仕委員長が同行して下さいますが、その時に懸案事項

となっておりました基隆東 R.C.と神戸垂水 R.C.との交換留学をどのような形ですすめていくか

という事を田中次期委員長がお話を聞いて下さって、その後報告会をして頂きたいと思います。

帰国されてから日程調整をして委員会を開催したいと思います。委員の皆様よろしくお願い致

します。 

 

ニ コ ニ コ 箱（本日合計３２，０００円／累計９９７，０００円） 

 神戸第 2グループ 澤村ガバナー補佐(①神戸垂水 R.C.の皆さん、事務局瀧本さん、尾上さん、

I.M.に対してご支援ご協力ありがとうございました②乾さん、写真関係本当にありがとうござ

いました)、新井君(本日の卓話よろしくお願いします)、藤田君(本日の卓話楽しみです。川端

様、井原様、細越様、よろしくお願いします)、星島君(久し振りに例会に来られました。色々

とご迷惑をおかけしました)、木下君(川端様、井原様、細越様、ようこそ。長谷川様、ようこ

そ。よろしくお願い致します)、小林君(乾さん、いつも写真ありがとうございます)、中塚君

(会長、橋本会員、I.M.の帰りお世話になりました)、善國君(先週のプロバスクラブとの親睦ゴ

ルフコンペに優勝しました。久し振りの優勝です)、由良君(先般は河合様お世話になりました。

乾さん、カバン楽しみですね！)  

    4月ニコニコ箱合計１２６，０００円 

 

☆他クラブよりのお知らせ 

 休 会 

  神戸中 R.C. 5月 14日(火) (定款により) 

 

会合開催報告 

・垂水プロバスクラブ 4月 19日(金)9：00集合 於:淡路カントリークラブ 

  神戸垂水 R.C. 親睦ゴルフコンペ 出席者:プロバスクラブ 5名・R.C.5 名+1名 計 11名 

 ・エレクト理事会⑤   4月 25日(木)例会終了後 於:例会場 出席者:12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 

5月 10日

（金） 

12:30 神戸西 *1 

卓 話  

能楽師 小倉流小鼓方 日本能楽師会会員  

公益財団法人 能楽師協会 大阪支部所属 久田陽春子氏 

18:00 明石南 *3 未 定         野村證券神戸支店 卓話者未定 
 

5月 13日 

(月) 

12:30 神戸東灘 *4 自己紹介               福島美穂子会員 

18:00 神戸南 *5 会長スピーチ              飯田健一会員 

18:30 神戸北 *2 臨時総会                芽園建新会長 



5月 14日 

（火） 

12:30 神戸東 *1 
企業の社会的責任と職業奉仕(CSRの理念とロータリー)  

RID2680 パストガバナー 安平和彦氏 

12:30 神戸ベイ *4 地区協議会参加報告  

18:30 神戸六甲 *2 会員卓話                山本秀憲会員 

18:30 神戸中 *1 休 会(定款により) 

12:30 明石北 *6 私と将棋                米澤淑介会員 

5月 15日 

（水） 

12:30 神戸須磨 *7 規定審議会報告             滝澤功治会員 

12:30 明石 *6 未 定 

5月 16日 

(木) 

7：00 神戸モーニング *9 クラブフォーラム 新たに事業を起こすなら 2 担当:中村勇樹雄会員 

12:30 神戸 *5 青少年奉仕月間例会 未定 チベット声楽家 バイマーヤンジンさん 

12:30 神戸西神 *8 はじめよう！健康体操 NPO法人一億人元気運動協会 草山美佐子さん  

17:30 明石西 * 未 定 
 
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 

 出席者：2019-20年度 星島会長･橋本幹事･澤村クラブ奉仕委員長･新井会員増強委員長･ 

   木下職業奉仕委員長･近平社会奉仕副委員長･田中国際奉仕委員長･ 

   鷲尾青少年副委員長･中塚ロータリー財団委員長･善國米山記念奨学委員長 

 ※会長は、「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。 

  ※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。 

 

・2019 年決議審議会のための地区立法案検討会 並びに 2019 年規定審議会報告会 

  日 時：2019年 5月 19日(日) 13：15～ 登録・受付 

  13：45～  地区立法案検討会 規定審議会報告会 

 場 所:三宮コンベンションセンター 

 出席者:星島次期会長 

 

・2019-20 年度 会員増強セミナー 会員基盤の Transform 

 日 時：2019年 6月 8日(土)受付 10：00 セミナー 10：30～13：00 

※昼食のご用意はございません。 

 場 所：神戸ポートピアホテル南館 1F 大輪田の間 

 内 容：１）講演 どのように多様化をすすめたか（仮題） 

         RID2730 都城中央ロータリークラブ 田村香代子氏 

 ２）2680地区での会員増強の取り組みについて 5 クラブからの発表を予定 

 出席要請者：2019-20年度 会長･幹事･会員増強委員長、入会 3年未満の会員、または 

会員増強に興味のある会員 

 


