
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 ８月 １日(木)第 ５回（通算２１２８号） 

  

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

本年度第 ５回〔 ８月 １日(木)〕      本年度第 ６回〔 ８月 ８日(木)〕 

プログラム   プログラム 

「会員増強月間に因んで」 「新入会員歓迎  納涼家族例会」 

 会員増強委員長 新井紀美子 18：20 集合・写真撮影 

  於:大歳の間   18：30～20：30 

    於:本館 14F スカイバンケット 

     「ザ・ヒルズ」 

 

シンギング  シンギング 

 「君が代」  「神戸垂水ロータリーソング 1番」 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8月誕生祝 小林君 11日 鴇田君 13日 磯田君 16日 木下君 24日 

 

会合予告  

定例理事会② 8 月 1日(木) 例会終了後 例会場 

臨時総会 8 月 29日(木) 例会終了後 例会場 

 

 

 

 

 

 

本日の MENU 鱧の南蛮揚げ･やんばる豚と淡路玉葱の生姜焼き･葛とうふ(いくら) 他 

本日の BGM 「ローレライ」「峠の我が家」他 

２０１９－２０２０年度上半期会費納入のお願い 

幹 事 橋本正弘 

 

金 額  上期会費        １５０，０００円 

      45周年記念事業積立金⑨   ５，０００円   

                計 １５５，０００円 

振込先  三井住友銀行 垂水支店 普通預金 No. ５８４４５５４ 

口座名  神戸垂水ロータリークラブ 本会計  会 計 小林秀一 

※銀行振込にてお願いします。振り込み控えを領収書に代えさせて頂きます。 



幹事報告  

 配付物 「ガバナー月信 8月号」 「ロータリーの友 8月号」 

 回覧物 「カンボジア テイチョーミア小学校 図書館 報告」 

 

① 次週 8月 8日(木)は、新入会員歓迎 納涼家族例会です。集合写真を撮りますので、 

18：20 に会場の本館 14F スカイバンケット「ザ･ヒルズ」へご集合下さい。アルコールが出

ますので、お車でのご来場はご遠慮下さい。 

② 8月 15 日(木)は、お盆の為休会です。 

 

先週の幹事報告追加分 

 8月 29日(木)の例会終了後、臨時総会を行いますのでよろしくお願い致します。 

 

７月２５日(木) 例 会 報 告                             

◆欠 席 者 藤田君･磯田君･河合君･木下君･増田君･三木谷君･森田君･田中君･安井君･吉川君･ 

 由良君 

◆メークアップ 河合君(Richmond R.C.)7/17 

◆出 席 率  会員数２８（２０）名 出席者１７／２３名 出席率 73.91％ 

  出席率(メークアップ含まず)69.57％ 7/11 補正 95.83％  

  2018-19年度平均出席率 95.50％ 

 

会長報告 

 本日は第 4回例会です。プログラム委員長と親睦活動委員長の卓話の日です。ロータリーの親

睦についてお話させて頂こうと思います。資料は尼崎西 R.C.の田中 毅パストガバナーの書か

れたものを参考にさせて頂いて、いくつか要点を拾ってみました。フェローシップというのが

親睦と訳されているのですが、戦前の日本のクラブの組織表では親睦活動委員会ではなくて友

愛委員会だったそうです。親睦というよりも友愛というのがそれに近いのではないかというご

意見もあるようです。ポール･ハリスの時代は、まず親睦を目的としてロータリークラブができ

たという事ですが、現在はだいぶ変わってしまっているようです。一人一業種の制度と職業分

類がなぜあるかというと、同業者が入ると競争したりすることで親睦的な雰囲気を壊してしま

わないようにしたいという事も一つの理由だったそうです。イギリスとアイルランドのロータ

リークラブは、RIBI(グレートブリテンおよびアイルランド内国際ロータリー)として、国際

ロータリーから少し分かれた形になっているのはご存知かと思いますが、そこでは細則の中に

親睦委員会とエンターテインメント･コミッティー(余興委員会)と 2 つに分かれています。現在、

ほとんどのクラブでは新入会員さんは親睦活動委員会に配属されていますが、新人だから下働

きをしなさいという意味ではないのだそうです。どういう事かというと、親睦委員として毎例

会の会員相互の親睦を深めるという事に従事しなさい、それで皆さんを繋ぐような役割をして、

早く古い会員と融和を図ることを目的に親睦委員になりなさいという事だそうです。私も今回

調べてみて、初めて意味があったという事を知りました。下働きをしなさいという事かと思っ

ておりました。さて、その親睦活動委員会の任務ですが、親睦会の幹事や同好会の世話役に留

めることは大きな誤りだそうです。会員が心を打ち解けあう手段の一つとして、親睦会やクラ

ブ活動等のレクリエーションを運営していく事も大事です。一人一業種で選ばれた会員が毎週

開かれる例会に来てお互いの絆を深め合っていく、それで奉仕の心を学び自己研鑚を重ね、そ

れをロータリー運動の一つと考えて、それを達成するためにロータリアン同士の友情を深める

ということが、本当の親睦だという事だそうです。例会に来て親睦を深めるにはプログラムが

何より大事だという事になります。今日お二人にお話しをして頂く事は今後のロータリーの本

当の親睦を深めるのに役に立つのではないかと思います。よろしくお願い致します。最後に、

今日の一句は「向日葵も頭を垂れる日差しかな」 

 

 

 

 

 



ニ コ ニ コ 箱（本日合計９，０００円／累計１９１，０００円） 

 星島君(①プログラム＆親睦活動委員長、よろしくお願いします②俳句いつまで続くやら)、小

林君(乾さん、おかげさまで事務所の雰囲気が一変し、気品が出てきました！)、小坂君(最近

カープが調子いいので)、澤村君(鷲尾プログラム委員長、近平親睦委員長、今年度もよろしく

お願いします②本日は仕事上で欠席です)、八代君(鷲尾委員長、近平委員長、本日はよろしく

お願いします！)     

    ７月ニコニコ箱合計１９１，０００円 

     

エンジョイＢＯＸ(本日合計１６，０００円／累計５５，４２０円) 

 橋本君(神戸国際、あと 2つ勝って甲子園連れて行って下さい)、山中君、八代君(本校野球部は

本日、社高校と対戦し、3-1で勝ちました！準決勝は土曜日 10：00 からほっともっとで育英高

校と対戦します。さらなる応援よろしくお願いします！)、善國君 

    ７月エンジョイ BOX 合計５５，４２０円 

☆他クラブよりのお知らせ  

神戸六甲 R.C.  

神戸中 R.C. 

 

例会変更 

  神戸西 R.C. 8月 23日(金)を 19日(月)に変更 移動例会 

 

 休  会 

  8月 16日(金) 神戸西 R.C.  

 

☆事務局よりのお知らせ 

 週報 No.4の欠席者欄及び出席率欄を下記の通り訂正致します。 

  ・欠席者欄より河合君を削除。 

  ・出席率欄 誤 出席者 21/24 名 出席率 87.50％ → 正 出席者 22/25名 出席率 88.00％ 

 

 

 

 

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 
 

8月 2 日

（金） 
12:30 神戸西 *1 

会員増強のための会員基盤の多様性について  

武田寿子会員増強委員長 

8月 5 日 

(月) 

12:30 神戸東灘 *3 臨時総会(決算･予算承認)/皆出席者表彰(前年度例会運営委員会) 

18:00 神戸南 *4 
ロータリーライフを五感で楽しもう～聞く編～ 

プロサックス奏者 立川 正美さん 

8月 6 日 

（火） 

12:30 神戸東 *1 臨時総会(決算・予算)/歌唱指導 西村雅子先生(唱歌委員会) 

12:30 神戸ベイ *3 クラブアッセンブリー 

18:30 神戸六甲 *2 臨時総会(決算･予算) 

18:30 神戸中 *1 →例会変更 納涼京都川床家族例会の為 

12:30 明石北 *5 私の人生アナゴと…           林 祝雄会員 

8月 7 日 

（水） 

12:30 神戸須磨 *6 

公式訪問前クラブ協議会 

新入会員自己紹介(2名):倉島 進･内田公章各会員 

奥田祐司ガバナー補佐 

12:30 明石 *5 浅木幸雄ガバナー公式訪問 

8月 13日(火)は休会ですが、メークアップデスクはございません。 



8月 8 日 

(木) 

7：00 神戸モーニング *8 PHD 協会の国際協力活動〜ロータリーから蒔かれた種〜 PHD 協会 坂西卓郎氏  

12:30 神戸 *4 →18：00～に変更 神戸 R.C.創立 95周年記念例会の為 

12:30 神戸西神 *7 →18：00～ 於:ANA クラウンプラザホテルに変更 納涼家族例会  

18:00 明石東 * ガバナー公式訪問          浅木幸雄ガバナー 
 
例会場： *舞子ビラ *1ホテルオークラ神戸 *2 ANA クラウンプラザ神戸 *3神戸ベイ・シェラトン  

*4神戸ポートピアホテル *5ホテルキャッスルプラザ *6須磨観光ハウス *7西神オリエンタルホテル 
*8香港茶楼 
  

＜地区よりのお知らせ＞ 

 

・2019 学年度 米山記念奨学生・カウンセラー合同ミーティング 

 日  時：2019 年 9月 7日(土) 

 場 所：JEC 日本研修センター神戸元町 

  受 付                13：30～ 

  カウンセラーミーティング       14：00～16：00 大会議室 

  奨学生ミーティング          14：45～16：00 中会議室 

  奨学生･カウンセラー合同ミーティング  16：00～17：00 大会議室 
 

 交流会 17：00～  場 所：香港茶楼 

 会 費：カウンセラー 5,000円(当日ご用意ください)  奨学生 無料 

 

 


