
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 ６月 ６日(木)第４０回（通算２１２０号） 

  

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

本年度第４０回〔 ６月 ６日(木)〕      本年度第４１回〔 ６月１３日(木)〕 

プログラム  プログラム  

「フルムーン旅行  ポルトガル」 「一 年 を 振 り 返 っ て」 

 プログラム委員長 由 良  博 神戸第 2グループ 

  於:大歳の間   澤村正夫ガバナー補佐 

      於:大歳の間 

 

シンギング  シンギング 

 「君が代」  「富士の山」 

  

   

 

 

 

 

6月誕生祝 由良君 6日 森田君 30日 

 

6月結婚祝 小坂君 14日 河合君 18日 

 

会合予告  

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 

次年度予算打合せ会 6月 6 日(木) エレクト理事会終了後 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 

 配付物 「ガバナー月信 6月号」「ロータリーの友 6月号」 

 回覧物 「THE ROTARIAN 6 月号」「財団室 NEWS 2019 年 6 月号」「創立 40 周年記念誌(高砂青松 R.C.)」 

     「平成 30年度のあゆみ(公益財団法人ひょうご子どもと家庭福祉財団)」 

 

① 次週 6月 13日(木)17：30 より本館 3F 藤の間において現・新引継のクラブアッセンブリー

を開催致します。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 下期分担金(15,000 円)が未納の方は事務局までお願い致します。 

 

 

 

本日の MENU 豚肉のシャンラージャン炒め･赤魚のスパイシーかけ･飲茶三種盛り合せ･淡路わかめ入りスープ 他 

本日の BGM 「夏は来ぬ」「アメフリ」他 



 

 

③ ・・・第 15 回ロータリー日韓親善会議のご案内・・・ 

日 時：2019 年 9月 28日(土)12：30 登録開始 13：40ミュージカル公演 

 15：40 特別講演 16：30 ピアノ公演 17：30 晩餐会 

場 所：仙台国際センター 2F 大ホール・展示室 

登録料：20,000円（晩餐会費含む） 

※詳細及び参加希望される方は事務局まで。 

④ 2017年のガバナーエレクト研修セミナーにてスピーチされた元国際親善奨学生で国連

UNHCR協会の中村 恵さんより、6月 20日の「世界難民の日（World Refugee Day）」につ

いてのお知らせがありました。神戸ハーバーランド モザイク観覧車と明石海峡大橋が、 

6月 20 日に国連ブルーに染まります。 

 

５月２３日(木) 例 会 報 告                             

◆ゲ ス ト 日本カナダ会 事務局 河合純子さん(ゲストスピーカー)、三木谷節子さん 

 (磯田会員ゲスト)、長内靖子さん･名生さなえさん(河合純子さんゲスト)、 

 岩井史子さん･杉浦詩子さん･山崎のりこさん(由良会員ゲスト)、乾 紅美さん･ 

 由良澄子さん(会員ご夫人) 

◆ビジター 佐藤莞爾氏(神戸南 R.C.) 

◆欠 席 者 藤本君･増田君･森田君･吉川君 

◆メークアップ 星島君(規定審議会報告会並びに立法案検討会)5/19 

◆出 席 率  会員数２６（１７）名 出席者２２／２２名 出席率 100％ 

  出席率(メークアップ含まず)86.36％ 
 
会長報告 

 NHK の夜の番組で、山中伸弥教授が何度か出演されていました。1 つ見逃したのがあり、先日 

オンデマンドで観ました。骨はカルシウムだけだと思われていたのですが、実は違うという事

です。骨から色んな臓器や脳に若返りを促す物質を出しているそうです。骨を強くするために

はカルシウムを摂取するだけでなく、刺激も必要で、毎日ジャンプして一年後骨がどうなるか

という実験をしたところ、骨が大変強くなったという結果が出たそうです。そういえば山中教

授もランニングが趣味だそうですし、ランニングや歩く事は骨にとって非常に大事なのだなと

思いました。そこで、川柳を考えました。「コツコツと 歩くのがコツ 骨密度」ありがとう

ございました。 

 

神戸第 2グループ 澤村ガバナー補佐 

① 一年間のお礼のご挨拶に今週第 2グループ各クラブを訪問しております。土曜日は加古川

平成 R.C.30周年記念祝賀会、会長幹事会と忙しく幸せな事だなと思っています。 

② 神戸西 R.C.と神戸北 R.C.が合併ということで昨日調印されました。来期、神戸第 2 グルー

プは 6クラブになります。当クラブ 50 周年の時にガバナー補佐が回ってくることになりそ

うです。来期から戦略計画委員会というのを作って、それに向かって成功できるように力

を合わせていきましょう。 

 

新井会員 

 本日ゲストの三木谷節子さんの推薦カードが回ってくると思いますが、温かい気持ちで皆様よ

ろしくお願い致します。 

 

磯田会員 

 三木谷節子さんをご紹介します。私の母校の同窓生です。前から垂水にお住まいだなと思って

おりましたが、近平さん、新井さん、小坂先生のお母様の御尽力がありましてこの度お誘いし

ました。皆様、よろしくお願い致します。 

 

 

 



三木谷節子さん 

 初めての事で何もわからないまま、磯田さんに誘われて参りました。よろしくお願い致します。 

 

次期幹事 橋本会員 

① 6月 6日(木)のエレクト理事会の後、次年度の予算の打ち合わせもし

たいと思いますので、次年度委員長の方はご出席下さい。 

② 45周年実行委員会の木下実行委員長より伝言です。各構成の委員長

は副委員長・委員の任命を 6月 6日のエレクト理事会の時までに木下実行委員長までお知

らせ下さい。 

 

次期会長 星島会員 

 先日、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に出席し

ました。国際ロータリーの規定審議会というのが 3年に 1回、規則が改定される議決が出ます

が、それの決まったものについての報告会です。ロータリアン全員に関係する大変大きな事が

決まりましたので報告致します。来年 7月 1日からの適用です。第一にメークアップの規定で

す。今までは例会前後 14 日となっておりましたが、来年 7月 1日をもって 1年間メークアップ

ができます。一年間貯められます。ということで、標準定款も変わります。来期の出席状況報

告がどう変わるのか補正がどうなるのかわかりません。補正ができるのが年度の最後というこ

とになりかねないと思います。もう投票で決まってしまいましたので、これで異議を申し立て

るかどうかは別の問題ですが、そういうことになります。次にクラブ構成員の比率についてで

す。今までは会員の同業者が 10パーセントを超えないというルールがありましたが、なくなり

ます。それと人頭税が値上がりします。毎年 1ドルずつ上がります。また、ローターアクトが

下部組織やスポンサー組織ではなくロータリークラブのファミリーだという事で同列になりま

す。公職についている人もそのままロータリアンになれます。詳しい事は全員に周知徹底され

ると思いますが、このメークアップの日付が変わる、人頭税、10％ルールが変わるということ

は標準定款も変わりますので、7月 1日から実質定款は変わっているという事でご理解下さい。

実際の文章が出るのがおそらく日本語の翻訳もあって 1月頃になると言われていますが、それ

までそのように運営するということですので、事務局に詳しい事は来るかと思います。メーク

アップの事については留意しておいて下さい。 
 
ゴルフ同好会 

 今週日曜 5月 26日、会長・幹事・ガバナー補佐の慰労ゴルフコンペを行います。5組 19 人と多

数ご参加下さいましてありがとうございます。集合時間は 9：00とお知らせしておりましたが

少し早いのではないかという事ですので、9：30マスター室前に集合と致します。コンペ終了後

は 18：00から増田屋本店にて表彰式と宴会を企画していますのでぜひお越し下さい。当日、気

温が 33度くらいになるということですので、熱中症対策を万全にして来て下さい。 

 

ニ コ ニ コ 箱（本日合計２７，０００円／累計１，０６１，０００円） 

 神戸第 2グループ 澤村ガバナー補佐、新井君(三木谷さま、ようこそお越し下さいました。ご

家族の皆様ようこそ)、藤田君(河合純子様、ようこそ。本日の卓話楽しみです)、乾君(本日、

カナダに精通された河合さんの卓話、楽しみです。バンフスプリングスはお気に入り、再び行

きたいところです)、磯田君(三木谷さん、これからよろしくお願いします)、田中君(河合さん、

今日は楽しみにしています。新井さん、ありがとう)、善國君(早退失礼します)、由良君(高校

の同級生と家内の兄夫婦達と 8人でお盆にカナダ旅行します。本日は河合さんのお話を参考に

しますので多数で押しかけました。全員伍魚福のファンです) 

    5月ニコニコ箱合計６４，０００円 

 

エンジョイＢＯＸ(本日合計１３，０００円／累計２１６，０００円) 

 藤田君、山中君(三木谷さん、ようこそ) 

    5月エンジョイ BOX 合計３６，０００円 

 

 

 



☆他クラブよりのお知らせ 

 例会変更 

 神戸西神 R.C. 6月 13日(木)を 18日(火)に変更 板橋北區扶輪社創立 35周年記念例会の為 

  6月 27日(木)18：00～に変更 会長･幹事慰労会の為 

 神戸北 R.C. 6月 17 日(月)を 28日(金)に変更 神戸西 R.C.との合同例会の為 

 神戸モーニング R.C.  6月 27 日(木)19：00～に変更 年度末懇親会の為 

 神戸西 R.C. 6月 28 日(金)17：00～に変更 移動例会･神戸クラブ 

 明石南 R.C. 6月 28 日(金) 会長･幹事離任慰労会の為 

 

休  会 

 神戸西神 R.C. 6月 20日(木) 

 神戸南 R.C. 6月 21 日(金) 

 

会合開催報告 

 ・規定審議会報告会  5月 19日(日)13：45～ 於:三宮コンベンションセンター 

並びに立法案検討会 出席者:星島会長エレクト 

 

6月プログラム予告(予定) 

 13日 「一年を振り返って」 神戸第 2グループ 澤村正夫ガバナー補佐 

 20日 「45 周年事業について」45周年実行委員会 委員長 木下 保 

 27日 「会長･幹事･ガバナー補佐 慰労会」 

 

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 
 

6月 7 日

（金） 

12:30 神戸西 *1 テクノロジーが変える介護の未来     山口 宰会員 

18:00 明石南 *3 老いと向き合う             吉田 廣会員 
 

6月 10日 

(月) 

12:30 神戸東灘 *4 卓 話                 佐伯輝彦会員 

18:00 神戸南 *5 小さき命が輝くために 一社）小さないのちのドア 代表 永原郁子さん  

18:30 神戸北 *2 ノートルダム大聖堂           吉田公彦会員 

6月 11日 

（火） 

12:30 神戸東 *1 公共建築の保存のお話 京都工芸繊維大学助教 笠原一人先生  

12:30 神戸ベイ *4 会員卓話                網本博臣会員 

18:30 神戸六甲 *2 次年度第 1回クラブ協議会 

18:30 神戸中 *1 委員会報告Ⅰ             各部門委員長 

12:30 明石北 *6 
ラストスピーチ 

米山奨学生 パーラー･レンディー氏、青少年交換留学生 シロ･ダニエル氏  

6月 12日 

（水） 

12:30 神戸須磨 *7 消費税の行方              光斎信治会員 

12:30 明石 *6 法律面から見た遺言、終活を巡る課題 弁護士 小森祐輔氏 

6月 13日 

(木) 

7：00 神戸モーニング *9 神戸市政について 神戸市議会議員 山下展成氏(神戸西神 R.C.)  

12:30 神戸 *5 未 定 

12:30 神戸西神 *8 →18日(火)に変更 板橋北區扶輪社創立 35周年記念例会 

17:30 明石西 * ワインの日               柏木善平会員 
 
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 R.C. 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 

 

・2019-20 年度  米山記念奨学セミナーおよび交流会 

 日 時：2019年 7月 7日(日) 

 【第 1 部 セミナー】受付開始 13：30～ セミナー 14：00～16：45 

   会 場：神戸学院大学 ポートアイランドキャンパス D201 教室 

   【第 2 部 交 流 会】17：00～18：30  

   会 場：同大学内 カフェ＆レストラン ジョリポー 

  会 費：ロータリアン 5,000 円 奨学生  無料 

 出席要請者：2019-20 年度 会長･幹事･クラブ米山委員長･米山カウンセラー･入会 3 年未満会員 

 

・2019-20 年度  補助金管理説明会 

 日 時：2019年 7月 10 日(水)14：30～16：50 

 場 所：神戸ポートピアホテル 南館地下１階サファイア 

 出席要請者：地区補助金口座署名人、プロジェクト担当者のうち 2名 

  およびクラブ事務局員 1名(合計 3名) 

 


