
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１０月 ３日(木)第１３回（通算２１３６号） 

  

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

本年度第１３回〔１０月 ３日(木)〕      本年度第１４回〔１０月１０日(木)〕 

プログラム   プログラム 

―米 山 月 間 に 因 ん で―  「板 前 維 新」 

 米山記念奨学委員長 善國高豊 割烹逆瀬川 川上 

「ゴ ー ル デ ン ラ ン ド」  川上  修さん 

米山記念奨学生 チョーテッソーさん 於:大歳の間 

  於:大歳の間 

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 2番」 

  

   
 
 
 
 

 

 

10月誕生祝 河合君 23日 

 

10月結婚祝 乾君 19日 増田君 26日 

 

会合予告  

定例理事会④ 10月 3 日(木) 例会終了後 例会場 

国際奉仕委員会 10月 10日(木) 17：30～ 例会場 

45周年実行委員会 10月 10日(木) 例会終了後 例会場 

ゴルフ同好会コンペ 11月 3 日(日) コンペ 9：00集合 

親睦食事会 18：30 

三木ゴルフ倶楽部 

チャイニーズガーデンレストラン深記 

 

幹事報告  

 配付物 「ガバナー月信 10 月号」 回覧物「THE ROTARIAN 10 月号」「財団室 NEWS 2019 年 10 月号」 

 

① 令和元年 8月九州北部豪雨災害支援として、27,000 円送金致しました。ご協力ありがとう

ございました。 

② 兵庫盲導犬協会より「ワンダフル通信 No.91」を頂きました。各テーブルに置いております

ので、ご入用な方はお持ち帰り下さい。 

③ 10月のロータリーレートは 1ドル 108円です。 

 

先週の幹事報告追加分 

 「ロータリーの友 10月号」を配付しています。 

 

本日の MENU 淡路牛サイコロステーキ 野菜揚げ添え、茶碗蒸し、柿･なし･ぶどうの白和え 他 

本日の BGM 「旅愁」「秋の月」 他 

 



９月２６日(木) 例 会 報 告                             

◆ゲ ス ト 日本ソムリエ協会 兵庫支部 支部長 瀬戸 烈さん(ゲストスピーカー) 

◆欠 席 者 藤本君･増田君･森田君･澤村君･安井君･吉川君 

◆メークアップ 永田君(RYLA 学友のつどい)9/23、星島君(HYOGOロータリーEクラブ)9/26、 

 善國君(神戸西神 R.C.)9/26、山中君(明石東 R.C.)9/26 

◆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)87.50％ 9/12 補正 92.00％ 
 
会長報告 

① 第 12 回例会となります。本日は瀬戸さんにワインのお話を伺います。よろしくお願い致し

ます。 

② 本日は 9月最後の例会です。先週、ガバナー公式訪問という大事な行事を無事終了し、何

やらホッとしておりますが、これから周年事業に向けてあと 6ヶ月余りとなりました。心

して準備を進めてまいりたいと思います。皆様、ご協力よろしくお願いします。 

③ 次週は 10月ですので、いよいよ消費税の引き上げがまさに目前という事になりました。会

員の皆様のお仕事で、消費税の増税の対応を忙しくされているのではないかと思います。

我々医療の関係ですが、保険診療は消費税にそぐわないという事で、消費税は無課税とい

うことになっています。ここに今大きな問題が出ております。薬品や医療機器などは当然

仕入れに消費税がかかります。消耗品ももちろんそうです。健康保険診療は国が定める定

額なので、価格転嫁できない仕組みになっております。本当は消費税の導入時に軽減税率

として 0％にしておいて頂けたら、あとは戻し税として手続すればちょうどよかったのです

が、そうではなくなってしまいました。当時の日本医師会の執行部に経済のリテラシーが

なかったので、消費税分は保険点数･診療点数に上乗せという形になりました。そういう解

決方法にしてしまいました為にこの度わずかではありますが、保険診療でも自己負担は値

上がりします。本当に消費税を増やすことが得策なのかどうか、この混沌としている世界

情勢の中で行うべきであるのか、もし景気悪化が進行すれば当然ビジネスにも影響が出ま

す。その中で新規会員の増強ができるのか、という事を甚だ疑問に思います。ロータリー

では政治の問題と宗教の問題は取り上げないというのがお約束なのですが、この件に関し

ましては会長として大変不安に思っております。消費税の問題に関しましては、例えば元

財務官僚の高橋洋一さんが書いた「増税の真実」という本があります。非常にわかりやす

く増税が必要なのかどうなのか解説されています。よかったらお目通し下さい。増税に負

けない会員増強をよろしくお願いします。 

本日の一句です。「曼珠沙華 心ざわめく 紅さ揺れ」ありがとうございました。 

 

親睦活動委員会 

 本日例会終了後、委員会を開催しますので委員の方は必ずご出席よろしくお願い致します。 

 

ニ コ ニ コ 箱（本日合計６，０００円／累計３３３，０００円） 

 小坂君(瀬戸さん、いつもわかりやすいワインの解説ありがとうございます)、鴇田君(瀬戸様、

ようこそお越し下さいました。卓話よろしくお願いします)、八代君(瀬戸様、本日の卓話楽し

みにしています)   ９月ニコニコ箱合計６２，０００円 

  

エンジョイＢＯＸ(本日合計１，０００円／累計７２，４２０円) 

 八代君(本校野球部は滝二に勝ってベスト 4になりました！次回は 10月 5日(土)10 時から明石

商業と対戦します。皆さんのパワーを送って下さい!!) 

     ９月エンジョイ BOX 合計７，０００円 

 

☆他クラブよりのお知らせ 

 休 会 

  神戸西 R.C. 10月 25日(金) (定款により) 

 

 

 



会合開催報告 

 ・親睦活動委員会 9月 26日(木)例会終了後 於:例会場 出席者:12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 
 

10 月 4日

（金） 
12:30 神戸西 *1 肥満は万病のもと            松田洋三会員 

10 月 7日 

(月) 

12:30 神戸東灘 *3 米山月間        米山記念奨学生 孟 暁東さん 

18:00 神戸南 *4 神様のおはなし             井上 優会員 

10 月 8日 

（火） 

12:30 神戸東 *1 
米山月間に因んで 鑑真の故郷から日本へ  

植村浩史米山記念奨学委員長･米山記念奨学生 邵 帥(ショウ スイ)君  

12:30 神戸ベイ *3 米山奨学生卓話     米山奨学生 カク テイイさん 

18:30 神戸六甲 *2 会員卓話                伊藤浄真会員 

18:30 神戸中 *1 中国貴州省ミャオ族新年祭   神戸西 R.C. 羽賀紘一氏 

12:30 明石北 *5 ペルシャ絨毯の魅力について       石原隆志会員 

10 月 9日 

（水） 

12:30 神戸須磨 *6 これまでの警備業と、これからの警備業  益野禎之会員 

12:30 明石 *5 健康診断分析    ふくやま病院理事長 譜久山 剛氏 

10月 10日 

(木) 

7：00 神戸モーニング *8 ヨットセーラーが語るチームマネジメント MiracleMondo 代表 中野佳代子氏  

12:30 神戸 *4 JAZZの魅力と楽しみ方          清水規裕会員 

12:30 神戸西神 *7 クラブの研修について   鈴木一史クラブ研修リーダー 

18:00 明石東 * 
米山奨学生卓話  

チョーテッソーさん(ミャンマー 神戸 YMCA 学院専門学校 神戸垂水 R.C.) 
 
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＞ 
 
・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 

 

・2019-20年度国際ロータリー第 2680 地区クロスプロモーション事業  

タイ王国 ダムロンラドソンクロ高校生来日ツアー・交流会 

 日 時：2019 年 10 月 14 日(月・祝)受付 12：30  開会 13：00～ 

 場 所：本館 寿楼  

 内 容：タイ王国ダムロンラドソンクロ高校来日歓迎交流・講演会 

  第 1部研修･交流会 13：00～16：30 第 2部交流･懇親会 17：00～18：30(会食あり) 

 出席者:永田会員 

 


