
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２３日(木)第３９回（通算２１１９号） 

  

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

本年度第３９回〔 ５月２３日(木)〕      本年度第４０回〔 ６月 ６日(木)〕 

プログラム  プログラム  

「カナダと私とカナダ会」 「フルムーン旅行  ポルトガル」 

日本カナダ会    プログラム委員長 由 良  博 

 事務局 河 合 純 子 さ ん  於:大歳の間 

  於:大歳の間    

シンギング  シンギング 

 「線路はつづくよどこまでも」 「君が代」 

  

   

 

 

 

 

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 

定例理事会⑫ 6月 6 日(木) 例会終了後 例会場 

エレクト理事会⑦ 6月 6 日(木) 定例理事会終了後 例会場 

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 

45周年を乗り切ろう会 6月 15日(土) 18：00～20：00 増田屋本店 

 

幹事報告 

 添付書類 「臨時エレクト理事会①議事録」 

 回 覧 物 「『マンガ ポール･ハリスものがたり』『マンガ 米山梅吉ものがたり』書籍発行のご案内」 

 

① 次週 5月 30日(木)は定款により休会です。 

② 2018-19年度活動報告書及び 2019-20 年度基本方針･活動計画(案)用紙の提出〆切日は 5月

27日(月)となっております。未提出の現・新委員長はご提出よろしくお願い致します。 

③ 神戸国際大学附属高等学校 I.A.C.の 6 月例会は 10日(月)・24 日(月)です。 

④ 下記美術館より、展覧会のご案内を頂きました。 

＜兵庫陶芸美術館＞(ご案内は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) 

 ・2019年度展覧会のご案内 

 ・「恋する古伊万里―かたちとデザインの魅力」 

 (招待券と特別割引券も頂いております。ご興味のある方は事務局まで) 

 

 

本日の MENU 海の幸サラダ仕立て･グリーンアスページュのポタージュスープ･ミックスミートブロシェット他 

本日の BGM 「虹」「オーバー・ザ・レインボー」他 



＜兵庫県立美術館＞ 

 ・2019 年度展覧会のご案内(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) 

 ・「印象派からその先へ―神戸でルノワールに会う―」 

 (チラシを配付しています。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) 

 

５月１６日(木) 例 会 報 告                             

◆ゲ ス ト 株式会社エイチ･アイ･エス 法人旅行営業本部 関西団体営業グループ 

 団体営業チーム 神戸団体営業所 大重瑞希さん(ゲストスピーカー) 

◆欠 席 者 藤本君･小林君･増田君･森田君･鴇田君･吉川君 

◆メークアップ 新井君･近平君･橋本君･星島君･木下君･中塚君･澤村君･田中君･鷲尾君･ 

 善國君(地区研修･協議会)5/11 

◆出 席 率  会員数２６（１７）名 出席者２０／２２名 出席率 90.91％ 

  出席率(メークアップ含まず)86.36％ 

 

会長報告 

① エイチ･アイ･エスの大重さん、本日はようこそいらっしゃいました。5月 3日から 4 日間台

湾に行って参りましたが、観光の手配をして頂き、楽しく過ごさせて頂きました。1 日目は

基隆東 R.C.で色々情報交換をし、緊張しながら終わったのですが、2日目からは台北観光

をしてきました。手配頂いていたお陰で有名な小龍包のお店では並ばず入店できました。

ありがとうございました。 

② 本日例会前に 45周年の打ち合わせをさせて頂きました。それぞれの担当部署の方々が責任

を持ってやって頂いているのを伺い、本当にありがたく思いました。皆さんも 45 周年を成

功に導く為にご協力をお願いします。 

 

Ｓ．Ａ．Ａ． 

 6月の例会よりクールビズとさせて頂きます。例年通りでいくと 10 月末までという事です。

ロータリーバッチは必ず着用して下さい。ミリオンダラーズミールは 6月 20日(木)に予定して

おります。よろしくお願いします。 

 

ニ コ ニ コ 箱（本日合計１６，０００円／累計１，０３４，０００円） 

 近平君(新井会員、磯田会員、先日はご苦労様でした。これからもよろしくお願いします)、藤

田君(大重さんようこそ。今日の卓話楽しみです)、中塚君(会長、13 日はお世話になりました)、

澤村君(結婚記念の花を 5 月 19日にいただきます。ありがとうございます。34年目です)、由良

君(45 周年準備委員会、皆様よろしくご協力お願いします) 

 

エンジョイＢＯＸ(本日合計１３，０００円／累計２０３，０００円) 

 藤田君、山中君 

 

☆吉野悦世さん メッセージ 

 先日ロータリーの会(I.M.)でご紹介頂いたラジオ関西の黒川さんにお世話になりました。 

5月 26日(日)朝 4時半～の「歌のホットライン」にゲスト出演させて頂きます。 

 黒川さんが皆様にぜひお伝え頂くようにお願いしますとの事でした。 

 

☆他クラブよりのお知らせ 

 例会変更 

 明石北 R.C. 6月 18日(火)を 20日(木)に変更 年度末最終例会 

 明 石 R . C . 6月 19日(水)18：00～に変更 会長幹事離任挨拶・会長幹事慰労会の為 

 神戸南 R.C. 6月 24 日(月) 年度最終移動例会の為 

 神戸ベイ R.C. 6月 25日(火)を 28日(金)に変更 会長･幹事慰労会の為 

  神戸須磨 R.C. 6月 26日(水)17：30～に変更 年度末例会･懇親会の為 

 



休  会 

 明石北 R.C. 6月 25日(火) 定款により 

 明 石 R . C . 6月 26日(水) 定款により 

 

会合開催報告 

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

・臨時エレクト理事会① 5月 16日(木)18：00～18：25 於:例会場 出席者:10 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 24日

（金） 

12:30 神戸西 *1 神様からの宿題              山本智子様 

18:00 明石南 *3 神戸まつり(予定)            岡田良平会員 
 

5月 27日 

(月) 

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

18:00 神戸南 *5 引継アッセンブリー/今どきの中高生 NPO 法人サンピィス 代表理事 川口 紅さん  

18:30 神戸北 *2 会員卓話                矢野裕詞会員 

5月 28日 

（火） 

12:30 神戸東 *1 新会員自己紹介        髙橋惠信･田島勝也各会員 

12:30 神戸ベイ *4 →25日(土)に変更 インターナショナルキッズデーの為 

18:30 神戸六甲 *2 フリートーク 

18:30 神戸中 *1 青少年奉仕月間に因んで   大谷秀明青少年奉仕委員長 

12:30 明石北 *6 最近の法律のはなし           浅田修宏会員 

5月 29日 

（水） 

12:30 神戸須磨 *7 日本とアメリカの慣習の違い       熊見一郎会員 

12:30 明石 *6 新入会員卓話              夏山政彦会員 

5月 30日 

(木) 

7：00 神戸モーニング *9 ゲストスピーチ 

12:30 神戸 *5 休 会(定款により) 

12:30 神戸西神 *8 ライフワークバランス キャリアコンサルタント(神戸西神 R.C.事務局) 進 香さん  

17:30 明石西 * 布団太鼓の話                 藤本氏 

5月 31日

（金） 

12:30 神戸西 *1 
時に言葉より伝わってしまう非言語コミュニケーション  

空気をつくる笑顔プロデューサー フリーアナウンサー 浅井ちかこさん  

18:00 明石南 *3 休 会(定款により) 
 

6月 3 日 

(月) 

12:30 神戸東灘 *4 未 定 

18:00 神戸南 *5 会長スピーチ      飯田健一会長・石丸鐵太郎会員 

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

6月 4 日 

（火） 

12:30 神戸東 *1 
アルティーのお話し 関本 剛カウンセラー･鈴木祐一会員･ 

ヴァレリア アルテアガさん(2018-19 年度青少年交換長期来日生)  

12:30 神戸ベイ *4 クラブアッセンブリー 

18:30 神戸六甲 *2 会員卓話                  山野会員 

18:30 神戸中 *1 会員卓話                黒正清子会員 

12:30 明石北 *6 未 定 

6月 5 日 

（水） 

12:30 神戸須磨 *7 御代替と御修法～大元帥法～       冨永龍弘会員 

12:30 明石 *6 歯の健康について       福水英樹･後 祥和各会員 



6月 6 日 

(木) 

7：00 神戸モーニング *9 クラブ協議会         地区研修・協議会 参加者 

12:30 神戸 *5 未 定 

12:30 神戸西神 *8 未 定 

17:30 明石西 * シャンソン(弾き語り)         くつわともこ氏 
 
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＞ 

 

・2019-20 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：橋本次期幹事・新井次期増強委員長 

 

 

 

 


