
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 ９月 ５日(木)第 ９回（通算２１３２号） 

  

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

本年度第 ９回〔 ９月 ５日(木)〕      本年度第１０回〔 ９月１２日(木)〕 

プログラム   プログラム 

「ガ バ ナ ー 補 佐  時 事 放 談」 「神戸垂水 R.C. 神戸西神 R.C. 

 神戸第 2グループ   合 同 観 月 例 会」 

ガバナー補佐 奥 田 祐 司 氏 ＜全 員 登 録＞ 

 於:大歳の間  受付 17：30  例 会 18：00～18：15 

    懇親会 18：15～20：30 

   於:神戸西神オリエンタルホテル 4F 

シンギング  シンギング 

 「君が代」「サリマライズ」  「神戸垂水ロータリーソング」 

   「神戸西神ロータリーソング」 

  

   

 

 

 
 
9月誕生祝 星島君 5日 三木谷君 28日 
 
会合予告  

定例理事会③ 9月 5日(木) 例会終了後 例会場 

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 

 配付物 「ガバナー月信 9月号」「ロータリーの友 9月号」 

回覧物 「財団室 NEWS 9月号」「2018-19 年度 地区会計決算報告」 
 

① 次週 9月 12日(木)は神戸西神 R.C.との合同観月例会です。18：00 より、会場は神戸西神

オリエンタルホテル 4Fです。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 ガバナー事務所より、「『令和元年 8月九州北部豪雨災害』支援ご協力のお願い」が届い

ております。奉加帳を回覧しています。ご協力よろしくお願い致します。  

③ 9月のロータリーレートは 1ドル 106 円です。 

④ ・・・国際ロータリー第 2640・2650・2660・2680 地区ローターアクト 

2019-2020 年度 関西四地区交流会 開催のご案内・・・ 

    日 時：2019年 10月 20 日(日) 12：00 受付開始 13：00 開会式 16：15  閉会 

  17：00～19：00懇親会 

場 所：ラッセホール 

登録料：RC 11,000 円・他ロータリーファミリー 5,000 円・IAC 無料 

   ※詳細及び参加希望される方は事務局まで。 

 

本日の MENU 神戸ポーク肉のオイスターソース･海老のスパイスかけ･飲茶三種盛合せ･沖縄産モズクスープ 他  

本日の BGM 「秋の月」「ムーンリバー」 他 

 



先週の幹事報告追加分 

 前回の例会にて神戸モーニング R.C.の黒川様に卓話頂きましたが、9月 19日(木)7：00 から 

開催の神戸モーニング R.C.の例会にて鷲尾会員が卓話をされます。前回の門脇会長の挨拶の中

にもありましたが、ぜひ早起きできる方がおられましたら、ご参加下さいとのメッセージを頂

いております。ぜひ一人でも多くの方に参加頂けます様ご協力よろしくお願い致します。 

 

８月２９日(木) 例 会 報 告                             

◆欠 席 者 増田君･森田君･田中君･鴇田君･渡邉君･吉川君 

◆メークアップ 善國君(神戸西神 R.C.)8/8、由良君(北海道 2500ロータリーEクラブ)8/19、 

 河合君(神戸東 R.C.)8/20、小坂君･安井君(明石東 R.C.)8/29 

◆出 席 率  会員数２８（２０）名 出席者２２／２４名 出席率 91.67％ 

  出席率(メークアップ含まず)91.67％  

 

会長報告 

① 本日は、今年度第 1回目のクラブフォーラムです。そのあと、昨年度の決算および今年度

の予算案のための臨時総会を開催します。長い時間にわたる例会になりますが、とても大

事な行事でありますので、ぜひ、積極的な御討議をお願いします。クラブフォーラムです

が、ロータリー情報の本などによりますと、クラブ討論会は、本来奉仕、職業奉仕、社会

奉仕、国際奉仕の四大奉仕部門委員会主催で奉仕部門担当の委員長が討論リーダーとなり、

奉仕部門ごとに最低年 1回、開催するように奨励されているそうです。それぞれの部門の

クラブ活動の内容や課題、奉仕理念、クラブ管理運営、委員会活動などの問題点について

自由に意見を述べ合う討論会です。事の黒白をつけたり、あえて結論を導き出す必要はな

いとされており、主催者側からの一方通行的な卓話や情報の提供だけで終わらないように、

フリーディスカションするのが本会合の目的です。例会とは別に行うこともあるようです。

とても、例会時間内には終わらない話題もあると思いますので、今年度のプログラムの中

で何回かは、開催していきたいと思います。 

② 来たる 9月 12日の神戸西神 R.C.との合同例会ですが、一緒に合唱をしましょうと神戸西神

R.C.の工藤親睦委員長から提案されました。「サリマライズ」という友との再会を喜ぶ歌

とのことで、4部合唱をしたいとのご希望です。田中久美子さんに指導をしていただくこと

にしています。よろしくお願いします。 

③ 季節は、まさに晩夏から初秋という頃になりました。晩夏の季語に落蝉という言葉があり

ます。夏に鳴いていた蝉の死骸のことです。本日の一句「落蝉の 翅 流れゆく 雨強し」 

 

会員増強委員長 新井会員 

 先日、会員増強委員会のアンケートにご協力頂き、ありがとうございました。8月の第一例会の

会長報告の中から一部言葉をお借りしますが、昔からのロータリアンはロータリー哲学という

ものに基づいて一生懸命入ってきたのに、どんどん変わっていく事になじまないという意見の

方も多いと思います。その中で私たちが会員増強をしていくには、難しい時代でもあり、難し

い事がたくさんありますが、考え方を少し切り替える必要があるのではないかと思います。増

強を考える時に一番必要な事は、信頼のおける仲間を増やしてさらに仲間同士の絆を強固にし、

当然入会された方にずっと来て頂けることも大事で、会員一人一人の努力も必要だと思います。

ロータリーとは他業種の方々の集まる会であって、例会にて交流を持ちながら、一緒に勉強し、

楽しみ、最後に社会貢献に励むのが今の私達のロータリアンの姿ではないかと思います。貴重

なアンケート結果を独り占めするのはもったいないので、皆様にお伝えしたいと思います。 

  ・増強を頑張りたい 13名  ・少し頑張ってみたい 5名  ・全然考えたくない 1名 

  ・白紙 1名 

 ＜ご意見＞ 

  ・30万円の年会費を負担できる方がどの程度おられるのでしょうか。その負担に見合うクラ

ブのあり方を考えていきたいと思います。「友愛会員」をつくりましょう。 

  ・会費以上の費用がたくさんいる。 

  ・自分のせまいネットワークの中で努力したいがちょっと難しい。 

  ・数こそ力です。新井会員のお話をお聞きして少しは頑張ってみたいなと思っています。 



  ・今はネタがありません。 

  ・ロータリー活動の出来る資質の人を求めるのは正論だが、とにかくよさそうな人を入会さ

せ、会を明るくすることが必要だと思う。他クラブは親子の入会も多いので、これも増強

策ではないでしょうか。 

  ・メンバーが少ないから頑張ってみたい。 

  ・垂水ロータリーの存続のために若い人が増えると楽しいと思う。 

  ・今、クラブで真剣に増強の事を考えるならば、クラブ会員が一丸となって、一つの目標に

向かい、一人一人が小さな力、考えを出し合い、目標を達成しなければ増強はできないと

思う。 

・フットワークよりネットワーク。 

  ・50周年にむけてせめて 35名を目標としたい。常に増強について意識が必要である。 

  ・余裕が必要だという話は全く同感です。今の雰囲気は重要だと思います。安易に会費を安

くするとかはやめた方がよい。 

  ・自分が楽しく、また勉強できる場がロータリークラブであると思います。世界のロータリ

アンと交流でき、自己研鑽の場所だと思っています。本当に真剣に考えなければならない

時期に来ていると思います。特に社会奉仕活動についてやっていく上においては増強して

いきたいと考えております。 

  ・増強の事をトップだけが頑張っているように感じる。他には自分はそこまで危機感がない

のではないか。前から一人可能性がある。ご立派な方ばかりがメンバーなので、必ず一人

ぐらいは候補者があると思っていますので、みんなで頑張りましょう。 

  ・今現在、何人かにあたっています。良い知らせを待って頂ければと思います。 

  ・人数が多いから活気もあって、親睦活動も充実すると思うので、クラブの将来の為にも頑

張りましょう。 

  ・人数が多くないとクラブが存続していかない。このまま減少してよそのクラブと合併した

くないので、頑張っていきたいと思っています。 

  ・新井さんの話で、やらなくてはならないと思いました。 

 

ニ コ ニ コ 箱（本日合計４，０００円／累計２７１，０００円） 

 八代君(あっという間に 8月も終わりですね！野球部の応援ありがとうございました♪)、由良君

(河合さん、お陰で楽しいカナダ旅行できました。山中さん、伍魚福のつまみ大変役立ちました)

   8月ニコニコ箱合計８０，０００円 

  

☆他クラブよりのお知らせ 

 休 会 

  神戸東 R.C. 9月 17日(火) 

 

会合開催報告 

 ・クラブフォーラム① 8月 29日(木) 友愛会員について 出席者:20 名 

 ・臨 時 総 会 8月 29日(木)例会終了後 於:例会場 出席者:20 名 

  ・2018-19 年度 決算承認の件 

 ・2019-20 年度 予算案承認の件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
 

9月 6 日

（金） 
12:30 神戸西 *1 

世界は悪くなっているか  

大阪ガス 兵庫地区支配人 執行役員 井上佳昭氏 

9月 9 日 

(月) 

12:30 神戸東灘 *3 →13日(金)18：30～に変更 観月家族例会の為 於:相楽園 

18:00 神戸南 *4 
青少年奉仕事業報告会～END POLIO ダンスレポート  

バトル部門コーディネーター 勇登･WU-TAN･KOHEY･イツミさん  

9月 10日 

（火） 

12:30 神戸東 *1 新会員自己紹介       芳賀博之･古賀健一各会員 

12:30 神戸ベイ *3 会員卓話                網本博臣会員 

18:30 神戸六甲 *2 会員卓話                東 國隆会員 

18:30 神戸中 *1 会員卓話                真野 博会員 

12:30 明石北 *5 →18：00～20：00に変更 月見例会の為 於:大蔵海岸 ZAZAZA  

9月 11日 

（水） 

12:30 神戸須磨 *6 →17：30～に変更 観月例会･家族懇親会の為 

12:30 明石 *5 健康診断例会            職業奉仕委員会 

9月 12日 

(木) 

7：00 神戸モーニング *8 早期乳がん検診 ピンクリボン大阪理事長 冨尾喜美代氏 

12:30 神戸 *4 農業におけるＩＰＭの取り組み      小泉康史会員 

12:30 神戸西神 *7 →18：00～に変更 神戸垂水 R.C.との合同観月例会の為 

18:00 明石東 * →於:平安神宮会館(京都)に変更 月見例会の為 
 
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 

  出席者：善國米山記念奨学委員長 

 

・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 

 


