
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２９日(木)第 ８回（通算２１３１号） 

  

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

本年度第 ８回〔 ８月２９日(木)〕      本年度第 ９回〔 ９月 ５日(木)〕 

プログラム   プログラム 

「ク ラ ブ フ ォ ー ラ ム ①」 「ガ バ ナ ー 補 佐  時 事 放 談」 

     神戸第 2グループ 

   於大歳の間  ガバナー補佐 奥 田 祐 司 氏 

    於:大歳の間 

シンギング  シンギング 

 「サリマライズ」  「君が代」 

  

   

 

 

 

 

会合予告  

クラブアッセンブリー 

(公式訪問前･奥田 G 補佐をお迎えして) 

9月 5日(木) 17：30～18：30 本館 3F 萩の間 

定例理事会③ 9月 5日(木) 例会終了後 例会場 

神戸西神 R.C.との合同観月例会 9月 12日(木) 18：00～ 西神オリエンタルホテル 4 階 

ガバナー公式訪問 9月 19日(木) 会長･幹事懇談会17：15～18：15 

例 会  18：30～19：30 

本館 3F 萩の間 

本館 3F 舞子の間 

 

幹事報告 

 回覧物 「米山梅吉記念館 館報 2019.秋号」 

 

① 次週 9月 5日(木)17：30より本館 3F 萩の間にて、公式訪問前・奥田ガバナー補佐をお迎え

してクラブアッセンブリーを開催致します。各委員長及び入会 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 下記美術館よりご案内を頂きました。 

＜兵庫県立考古博物館＞ 

「特別展 埴輪の世界―埴輪から古墳を読みとく―」 

（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います。ご興味のある方は 

事務局まで） 

＜横尾忠則現代美術館＞ 

 「横尾忠則 自我自損展 ゲストキュレーター:横尾忠則」 

 （チラシを各テーブルに置いています。ご入用の方はお持ち帰り下さい） 

 

 

 

本日の MENU 鱸のムニエル･焼き茄子 おかき饅頭 赤パブリカ 青唐･まぐろ山かけ･とうもろこし御飯 他  

本日の BGM 「浜辺の歌」「行ってしまった夏休み」 他 

 



③ ・・・地区補助金プロジェクト見学訪問のご案内(詳細及び参加希望は事務局まで)・・・ 

＜宝塚武庫川 R.C.＞ 

日  時：2019年 10月 14日(月･祝) 

場  所：宝塚市立逆瀬台小学校 

プロジェクト名：少年少女ちびっ子野球大会 

 

８月２２日(木) 例 会 報 告                             

◆ゲ ス ト ゲストスピーカー 黒川良彦氏(神戸モーニング R.C.) 

◆ビジター 原 崇浩氏･門脇正英氏･柿原宏史氏･簡 智行氏･高 英彦氏･國乘 豪氏･ 

 湊 恭太郎氏･毛利康人氏･村上英樹氏･長光久子氏･中村勇樹雄氏･奥田 裕氏･ 

 佐々木 努氏･杉山貴規氏･竹内 愛氏･富澤拓弥氏･坪川武司氏･内井ひろむ氏･ 

 浦島信子氏･山本博一氏(神戸モーニング R.C.)、冨永龍弘氏(神戸須磨 R.C.) 

◆欠 席 者 増田君･森田君･八代君･安井君･吉川君･由良君 

◆メークアップ 星島君(垂水プロバスクラブ)8/14 

◆出 席 率  会員数２８（２０）名 出席者２２／２５名 出席率 88.00％ 

  出席率(メークアップ含まず)88.00％ 8/1補正 82.61％ 8/8 補正 92.31％ 

 

会長報告 

① 暑い日がまだまだ続いております。明日は二十四節気の処暑という日に当たるようで、暑

さが峠を越えて後退し始めるころとのことです。「陽気とどまりて、初めて退きやまむと

すれば也」と説明されています。あと一息、頑張っていきたいと思います。 

② 8月 14 日(水)、神戸垂水プロバスクラブの今年度の第一例会が舞子ビラで開催され、出席

してまいりました。ご挨拶と我がクラブの 45周年への参加の依頼もしてまいりました。ま

た、依頼されておりました元気な体でいるためのコツをお話しする卓話をいたしました。

さすがに、年配の会員が多数ですので質疑応答も結構活発にして頂きました。 

③ 今月は会員増強・新クラブ結成推進月間であり、その卓話のために「新クラブ結成推進月

間に因んで」 という事で神戸モーニング R.C. 黒川良彦さんにお願いしたところ、神戸

モーニング R.C.の多数の会員の皆様の参加も頂きまして、まことに賑々しく嬉しい例会に

なりました。黒川様、今日の卓話楽しみにしております。 

④ 会員増強には若い会員の増加が必要である、ということは当たり前ではありますが、会員

さえ増えればいいというのは、ありきたりのボランティア団体と同列になってしまいます。

ロータリーならではという理念を学ぶ機会、かつては炉辺例会というのがよく行われたよ

うですが、そのような会を今後皆様と持つことも良いかなと思っております。神戸モーニ

ング R.C.さんとは定例の合同例会というものはまだ開催したことがありませんが、今後、

何らかの形でクラブ同士の交流が可能になればと思います。また、親睦委員会の方で検討

をお願いできればと思っております。よろしくお願い申し上げます。 

⑤ 本日の一句ですが、ちょうど盆の時期が台風に重なってしまいました。私も、家内も父親

の初盆でありました。そこで、「初盆の 送り火ゆらす 野分かな」 

⑥ 10 月 13 日(日)･14 日(月･祝)、福島県飯館村訪問旅行の参加者を募っています。飯館村は、

45周年の記念講演をして頂く予定の元原子力規制委員会の委員長の田中俊一先生が、原発

被害からの復興を支援しているところです。出欠を回覧していますのでご記入下さい。 

 

神戸モーニング R.C.  会長 門脇正英氏 

 本日は貴重な例会に参加させて頂き、ありがとうございます。総勢約 20 名で黒川直前会長の応

援に駆け付けました。ユーモアも含めた素晴らしい卓話になるのではないかと思います…と少

しハードルを上げさせて頂きました。神戸モーニング R.C.の事をぜひ知って頂きたいなと思い

ます。今回 5 期目になったばかりの新しいクラブです。会員数は 34 名、平均年齢は 46 才です。

例会は毎週木曜日、朝 7時点鐘で開催しております。恐らく日本で一番早い点鐘ではないかと

思っております。例会場所は元町駅から徒歩 1、2分のところにあります香港茶楼という中華料

理店です。朝早く起きて頂ける方はぜひお越し下さい。来月 9月 19日(木)の例会で、鷲尾様に

卓話をして頂く予定です。今後共よろしくお願い致します。 

 



バナー交換 神戸モーニング R.C. 

 

ニ コ ニ コ 箱（本日合計４４，０００円／累計２６７，０００円） 

 ゲストスピーカー 黒川良彦氏(神戸垂水 R.C.の皆様(澤村のお父様)、いつも仲良くして頂きあ

りがとうございます。本日は勉強させて下さいませ!!)、神戸モーニング R.C. 柿原宏史氏(本

日はご一緒させて頂きありがとうございます)･村上英樹氏(本日はお世話になります)･中村勇樹

雄氏(本日神戸垂水 R.C.の例会楽しみにしています)･杉山貴規氏(黒川前会長の卓話をはずす訳

にはいきません。神戸垂水 R.C.の皆様よろしくお願い致します)･内井ひろむ氏(神戸垂水 R.C.

の皆様。今日はよろしくお願い致します)･浦島信子氏(本日はよろしくお願い致します)･山本博

一氏(神戸垂水 R.C.の皆様、いつもありがとうございます。黒川さん頑張って下さい) 

 藤本君(2日前に一人で京都洛北の鞍馬温泉の露天風呂に行って参りました。鞍馬山の蝉しぐれ

とひぐらしの鳴き声に一人酔いしれ、心ゆくまで初秋の京都を楽しんでまいりました。次の日

の朝、なんと 7ヶ月ぶりにして初めて自力で歩けるようになっていました。乾杯!!)、橋本君･

木下君(神戸モーニング R.C.の皆様ようこそ。黒川良彦様、本日の卓話楽しみにしています)、

星島君(父の初盆の法要を終えました)、小林君(神戸モーニング R.C.の皆様ようこそ。大勢の皆

様とお会いできて嬉しいです)、澤村君(クロちゃん、今日の卓話よろしくね。神戸モーニング

R.C.の皆さんようこそ)、鷲尾君(神戸モーニング R.C.のフレッシュな皆様方ようこそ。本日は

ジャニー黒川さん、講演をよろしく。来月 9月 19日(木)卓話に伺います)、山中君(皆さん、久

しぶりです)、善國君(早退失礼します) 

     

エンジョイＢＯＸ(本日合計４，０００円／累計６５，４２０円) 

 藤田君(神戸モーニング R.C.の皆様ようこそ!)、星島君(多くのビジターを迎えて大変に嬉しい

例会です！) 

 

☆他クラブよりのお知らせ 

 例会変更 

  神戸東灘 R.C. 9月 9日(月)を 13日(金)18：30～に変更 観月家族例会の為 

  明石北 R.C. 9月 10日(火) 月見例会の為 

  神戸須磨 R.C. 9 月 11日(水)17：30～に変更 観月家族例会の為 

  明石東 R.C. 9月 12日(木) 月見例会の為 

  神戸西神 R.C. 9月 12日(木)18：00～に変更 神戸垂水 R.C.との合同観月例会の為 

  神戸ベイ R.C. 9月 24日(火)を 20日(金)に変更 観月会の為 

 

 休  会 

  9月 13日(金) 神戸西 R.C. 

  9月 16日(月) 神戸東灘 R.C. 神戸南 R.C. 

  9月 17日(火) 神戸中 R.C. 

  9月 23日(月) 神戸東灘 R.C. 神戸南 R.C. 

  9月 25日(水) 明石 R.C. 

 

会合開催報告 

 ・垂水プロバスクラブ例会 8月 14日(水)12：00～ 於:舞子ビラ 出席者:星島会長 

   新年度ご挨拶･卓話 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 30日

（金） 
12:30 神戸西 *1 昭和の初めより敗戦まで Part2     池田長雄会員 

9月 2 日 

(月) 

12:30 神戸東灘 *3 海に親しむ研修会報告      西尾青少年奉仕委員長 

18:00 神戸南 *4 会長卓話 須浪道広会員／新入会員卓話 畑中宏之会員 

9月 3 日 

（火） 

12:30 神戸東 *1 

北前船で神戸魅力再発見！  

よみがえる兵庫津連絡協議会 会長･兵庫津日本遺産の会 実行委員長  

兵庫商人十二代目 高田誠司氏 

12:30 神戸ベイ *3 会員卓話                嶺山洋子会員 

18:30 神戸六甲 *2 米山奨学生卓話 米山奨学生 トンバリ･フェデリコさん 

18:30 神戸中 *1 ＭＭＴ               紀伊國谷 隆会員 

12:30 明石北 *5 会計の話                榎本 浩会員 

9月 4 日 

（水） 

12:30 神戸須磨 *6 カンボジアと私             植田芳光会員 

12:30 明石 *5 未 定        元お天気キャスター 杉山輝吉氏 

9月 5 日 

(木) 

7：00 神戸モーニング *8 会員卓話                竹内 愛会員 

12:30 神戸 *4 未 定         筑波大学 教授 真田 久さん 

12:30 神戸西神 *7 相続で困らないために 橋本法務事務所 司法書士 橋本和也氏 

18:00 明石東 * 
青少年交換留学生来日挨拶 フェルナンダさん 

クラブ協議会(明石南 R.C.前年度決算) 中山敬一直前幹事 
 
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 

 

・ポ リ オ セ ミ ナ ー 

日  時：2019年 10月 14日(月・祝) 

  第 1部 13：00～14：30 講演「ポリオ根絶へのラストスパートを」 

  講師：松本祐二第 3地域ポリオ根絶地域コーディネーター   

  第 2部 14：30～15：30 講演「ポリオ根絶の歩みとこれからの取り組み」 

  講師：ポリオプラス小委員会委員 

場  所：神戸ポートピアホテル本館 B1 和楽の間 

出 席 者：中塚 R財団委員長･善國副委員長 

対象人数：約 150 名 

 


