
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１６日(木)第３８回（通算２１１８号） 

  

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

本年度第３８回〔 ５月１６日(木)〕      本年度第３９回〔 ５月２３日(木)〕 

プログラム  プログラム  

「海 外 旅 行 最 新 事 情」  「カナダと私とカナダ会」 

H.I.S. 大重瑞希さん  日本カナダ会  

 於:大歳の間   事務局長 河 合 純 子 さ ん 

      於:大歳の間    

シンギング  シンギング 

 「汽車」  「線路はつづくよどこまでも」 

  

   

 

 

 

会合予告  

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 

次期親睦活動委員会 5月 30日(木) 18：00～ 増田屋本店 

クラブアッセンブリー

(現･新 引継) 

6月 13日(木) 17：30～ 本館 3F藤の間 

 

幹事報告 

 添付書類 「定例理事会⑪議事録」「エレクト理事会⑥議事録」 

 配 付 物 「ハイライトよねやま 230」  回 覧 物 「基隆東 R.C. 週報」 

 

① 本日より分担金(後期分)15,000円を徴収致します。事務局までお願い致します。 

② 次週 5月 23日(木)は家族例会となっております。ご家族お誘いあわせの上多数ご参加下さい。  

③ 神戸国際大学附属高等学校 I.A.C.の例会が 5月 30日(木)16：30より行われます。 

④ 横尾忠則現代美術館より、展覧会「人食いザメと金髪美女―笑う横尾忠則展」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。 

 

５月 ９日(木) 例 会 報 告                             

◆ゲ ス ト 米山奨学生 チョーテッソーさん、神戸 YMCA学院専門学校 橋本 唯さん 

◆欠 席 者 藤本君･増田君･森田君･吉川君･善國君 

◆メークアップ 藤田君･橋本君･小坂君･澤村君･田中君･鷲尾君(基隆東 R.C.)5/3、 

 山中君(神戸中 R.C.)5/7 

◆出 席 率  会員数２６（１７）名 出席者２１／２１名 出席率 100％ 

  出席率(メークアップ含まず)95.24％ 4/25補正 95.45％ 4月平均出席率 98.86％ 

 

 

本日の MENU てんぷら(海老･きす･野菜)・茶碗蒸し・茄子田楽・鯛御飯・香の物・赤出汁 

本日の BGM 「夏は来ぬ」「みかんの花咲く丘」他 



会長報告 

 あっという間にゴールデンウィークも終わってしまいましたが、このゴールデンウィーク中に

有志で基隆東 R.C.の方へ訪問してまいりました。後程卓話の際に何名かで分担してお話をさせ

て頂きますが、その前に今回訪問させて頂いて私が感じた事をお話させて頂きたいと思います。

先輩方の長きにわたる親睦活動のお陰で、基隆東 R.C.のメンバーの皆さんが大変私達に親しみ

を持って下さり、今回も温かく迎えて下さいました。過去に色々なクラブと提携されていたよ

うなのですが、現在は日本では八代南 R.C.と我々神戸垂水 R.C.と活動されているようです。

色々なお話をさせて頂いたのですが、私たちの希望は全て OKと受け入れて頂きました。本当に

よかったと思います。これからも基隆東 R.C.の皆さんとの親睦は深めていきたいと改めて思っ

た次第です。 

 

米山奨学生 チョーテッソーさん 

 ミャンマーから日本に来てもう 1年が経ちました。ミャンマーでは技術大学を卒業後、車の 

スピーカーを作っている日本の会社で 1年間働きました。日本の技術をもっと学ぶために日本

語を勉強したいと思いました。今は神戸 YMCA学院専門学校で日本語を勉強しています。よろし

くお願いします。 

 

会報･雑誌･広報(I.T.)･R情報委員会 

 来期のロースターの製作にかかります。ロースターの原稿を配付していますので校正の上、 

事務局までご提出下さい。写真を変更されたい方は写真もご提出下さい。 

 

新井会員 

 4月 25日(木)の卓話で、東ティモールの話をして頂きました。その際、ご支援やご寄付もたく

さん集まり、大変喜んでおりました。神戸祥平塾は、若い国に生まれた子ども達が心身共に健

やかに育っていくためのお手伝いができるようにこれからも交流と応援をし続けていきたいそ

うです。神戸垂水 R.C.の皆様も温かくお見守り下さいとの事でした。本当にありがとうござい

ました。本日の食後のコーヒーは東ティモールで頂いてきたコピ･ルアクというコーヒーです。

皆さん味わって下さい。 

 

神戸第 2グループ 澤村ガバナー補佐 

 本日配付されておりますガバナー月信 5月号の 7ページに先日の I.M.の記事が掲載されていま

すのでお目通し下さい。 

 

社会奉仕委員会 

 ガバナー月信 5月号の 11ページに先日のスプリングコンサートの報告と写真が掲載されていま

すのでお目通し下さい。ありがとうございました。 

 

次年度会計 

 次年度委員長に就任された方はなるべく早く予算のご提出をお願い致します。今年度委員会が

どんな事をしてどれくらいかかったのかということが参考になるかと思いますので、必要あれ

ばお問い合わせ下さい。 

 

☆米山奨学生のチョーテッソーさんに奨学金をお渡ししました。 

 

ニ コ ニ コ 箱（本日合計２１，０００円／累計１，０１８，０００円） 

 藤田君(5/3～6、基隆東 R.C.例会に出席し親交を深めて参りました)、星島君(この度は父の葬儀

にクラブより供花頂きありがとうございました。澤村様、乾様、ありがとうございました)、木

下君(①基隆東 R.C.訪問の皆様お疲れ様でした②結婚のお祝いありがとうございます)、八代君

(台湾表敬訪問に行かれた皆様、お疲れ様でした。この GW中、本校野球部が春の県大会優勝し

ました～!!)、由良君(台湾訪問隊の皆様ご苦労様でした) 

 

 



エンジョイＢＯＸ(本日合計１０，０００円／累計１９０，０００円) 

 星島君(お世話になります) 

 

会合開催報告 

・基隆東 R.C.訪問 5月 3日(金) ・45周年参加のお願い 出席者:会員 6名 

・エレクト理事会⑥ 5月 9日(木)17：30～ 於:例会場 出席者:12名 

・定 例 理 事 会 ⑪ 5月 9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 

5月 17日

（金） 

12:30 神戸西 *1 ポリオ撲滅への道 地区ロータリー財団委員会 ポリオプラス委員 関本 剛様(神戸東 R.C.)  

18:00 明石南 *3 釣りは科学である            藤岡真也会員 
 

5月 20日 

(月) 

12:30 神戸東灘 *4 卓 話                 横田勝年会員 

18:00 神戸南 *5 安心･安全な野菜を選択するために NPO法人里山･限界集落けんこう農房 福川 粛さん  

18:30 神戸北 *2 神戸北プロバスクラブの現況と私の仕事について 神戸北プロバスクラブ会長 宮森 勝氏  

5月 21日 

（火） 

12:30 神戸東 *1 白内障治療、近視矯正治療について レイ眼科クリニック 松本 玲 先生  

12:30 神戸ベイ *4 会員卓話                北浦 浩会員 

18:30 神戸六甲 *2 未 定 

18:30 神戸中 *1 会員卓話                河村公逸会員 

12:30 明石北 *6 保険あれこれ              豊島 修会員 

5月 22日 

（水） 

12:30 神戸須磨 *7 顧                   近藤利弘会員 

12:30 明石 *6 休 会（定款により） 

5月 23日 

(木) 

7：00 神戸モーニング *9 ゲスト卓話                樋口 纒氏 

12:30 神戸 *5 未 定   神戸フィルムオフィス 代表 松下麻理さん 

12:30 神戸西神 *8 青少年月間に因んで    堤 健二郎青少年奉仕委員長 

17:30 明石西 * 象に乗った少女             田中明子氏 
 
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ホテルキャッスルプラザ(5月 7日～7月 12日まで) *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＞ 

 

・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 

 

 

 

 


