
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１１月２８日(木)第１９回（通算２１４２号） 

  

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

本年度第１９回〔１１月２８日(木)〕      本年度第２０回〔１２月 ５日(木)〕 

プログラム   プログラム 

「ロータリー財団月間に因んで」  

 ロータリー財団委員会  由良 博 旅シリーズ 

 委員長 中 塚  修  「カナディアンロッキー紀行」 

「神戸垂水ロータリークラブ誕生秘話」 由良  博会員 

 山中  勉会員 

 於:大歳の間   於:大歳の間 

シンギング  シンギング 

 「サンタルチア」  「君が代」 

  

   

 

 
 
会合予告  

45周年実行委員会 11月 28日(木) 例会終了後 例会場 

ロータリーほろにが会 11月 30日(土) 18：30～ 北野クラブ SORA 

年次総会 12月 5日(木) 例会終了後 例会場 

定例理事会⑥ 12月 5日(木) 年次総会終了後 例会場 

年末家族例会 12月 22日(日) 18：00～20：30 舞子ビラ本館 2F六甲の間 
 
幹事報告   

 回覧物 「THE ROTARIAN 12 月号」  配付物 「地区大会チラシ・仮プログラム」 
 

① 「次々年度会長及び次年度理事候補者一覧」を配付しています。次週例会終了後、年次 

総会を開催致しますのでご出席よろしくお願い致します。 

② 「神戸垂水 RC登録料取扱内規」及び「神戸垂水ロータリークラブ創立周年記念事業特別

基金積立内規」を配付しております。お手持ちの定款・細則に各自ファイルをお願い致し

ます。 

③ ・・・地 区 大 会 の ご 案 内・・・ 

開催日：2020 年 2 月 22日(土)～2月 23日（日）※23 日(日)本会議には昼食をご用意しております 

開催地：神戸ポートピアホテル・ポートピアホール 

登録料：会員 13,000 円・ご家族 8,000円・ロータリーファミリーの集い 3,000円 

 RI会長代理歓迎晩餐会 21,000 円 

※出欠を回覧しておりますのでご記入下さい。 

④ 兵庫陶芸美術館より、特別展「TAMBA NOW⁺2020―丹波の現在、明日のやきものを求めて

―」のチラシを頂きましたので各テーブルに置いております。ご入用の方はお持ち帰り下

さい。また招待券と特別割引券も頂いております。ご興味のある方は事務局までお申し出

下さい。 

本日の MENU 海の幸のガトー ソース･デェグレレ、オニオングラタンスープ、サーロインのサラダ仕立て ケッカソース 他  

本日の BGM 「ムーンリバー」「ホールニューワールド」 他 

 



１１月１４日(木) 例 会 報 告                             

◆ゲ ス ト 垂水区長 八木 真氏(ゲストスピーカー) 

◆ビジター 原田 正氏(神戸 R.C.) 

◆欠 席 者 藤本君･小坂君･増田君･森田君･田中君･山中君･八代君･吉川君 

◆メークアップ 永田君(日本文化セミナー)11/10 

◆出 席 率  会員数２８（１９）名 出席者２０／２３名 出席率 86.96％  

 出席率(メークアップ含まず)86.96％ 10/31補正 87.50％ 10 月平均出席率 94.79％ 

 

会長報告 

 秋晴れの日が続きますが、今日は東北以北は大荒れの天気のよう、垂水でも朝の風は相当に強

かったと思います。 

 本日は、第 18回例会です。本日の卓話は「垂水区令和元年度の取り組み～住みたい 住み続け

たいまち 垂水～」として、垂水区長 八木 真様にお願い申し上げています。区と我が神戸

垂水ロータリークラブがともに手を携えていく事で、有効な地域奉仕ができるものと思います。

行政の方針、方向性を十分に伺って今後の我々の活動に役立てていきたいと思います。八木区

長、よろしくお願い申し上げます。 

 さて本日は、我が国にとっても非常に大事な日であります。ただいま、午後 6時半、最も神聖

な白い生絹の「御祭服」をまとわれた陛下が皇居大嘗宮の東側の「悠紀殿」に入られるところ

から、大嘗祭が始まっております。ご存知とは思いますが、御代替わりに際して、天皇一代に

おいて一回限りの新嘗祭のことを大嘗祭と呼びますが、天皇が新穀を神々に供え、自らも口に

し、五穀豊穣と国家安寧を祈る重要祭祀であります。全国から届く食物を「庭積の机代物」と

呼ぶそうですが、兵庫県からも届けられております。資料によりますと、丹波黒大豆、丹波栗、

佐用もち大豆、兵庫ノリ、干しダイの五品だったそうです。ちなみに北海道は小豆、馬鈴薯、

小麦、干し帆立貝柱、昆布、沖縄からはゴーヤー、クロアワビタケ、乾燥モズク、乾燥アーサ

だそうで、それぞれ特徴ある産物をお供えするようです。本当に生物学的多様性という言葉が

ありますが、幸い日本は世界で最も多様な生物の住めるところであるそうです。この幸せな環

境にある事が続くことを祈っております。 

 本日の一句です。「風に舞う 落ち葉も錦の 衣着て」 

  

周年事業の積立の件 

周年事業の積立につきまして、先週の理事会におきまして承認された内容についてご報告を申

し上げます。半期 5,000円ずつ 45周年事業積立金･協力金としておりましたが、45 周年の区切

りをなくしまして、将来に向けて 50周年に向けて増やすということで、年明けの会費納入の時

より半期 5,000円から 10,000 円とするという事に理事会で決定しましたのでよろしくお願い致

します。 

 

ニ コ ニ コ 箱（本日合計２４，０００円／累計４４１，０００円） 

 藤田君(八木区長、本日卓話楽しみにしております)、渡邉君(澤村さん、ショウガをありがとう

ございます。身も心も温かくなりました！)、善國君(令和元年 11 月 7日税理士法人善國合同会

計を設立しました。今後共よろしくお願い申し上げます) 

 

エンジョイＢＯＸ(本日合計８，０００円／累計１１４，４２０円) 

 近平君(八木区長、ようこそお越し下さいましてありがとうございます。卓話楽しみにしていま

す)、藤田君(澤村さん、毎年おいしくいただいています。ありがとうございます) 

 

☆他クラブよりのお知らせ 

 例会変更 

  明 石 R . C . 12 月 4 日(水)を 1日(日)に変更 クリスマス親睦家族例会の為 

  12 月 18日(水)を 22日(日)に変更 兵庫県立明石高等学校 I.A.C.認証状伝達式の為 

  明石北 R.C. 12 月 10日(火)を 8日(日)に変更 クリスマス家族例会の為 

  神戸須磨 R.C. 12 月 11日(水)を 14日(土)に変更 忘年例会･家族懇親会の為 

  明石東 R.C. 12 月 12日(木)を 14日(土)に変更 会員家族親睦クリスマス会の為 



  神戸東灘 R.C. 12 月 16日(月)を 15日(日)に変更 忘年家族例会の為 

  神戸西神 R.C. 12 月 19日(木)18：00～に変更 クリスマス家族例会の為 

  神戸西 R.C. 12 月 20日(金)18：00～に変更 年忘れ家族例会の為 

  神戸東 R.C. 12 月 24日(火)17：30～に変更 忘年家族例会の為 

  神戸ベイ R.C. 12 月 24日(火)を 20日(金)に変更 忘年会の為 

  神戸中 R.C. 12 月 24日(火) クリスマス家族例会の為  

 

休  会(定款により) 

  12月 23日(月) 神戸東灘 R.C. 神戸南 R.C. 

  12月 24日(火) 神戸六甲 R.C. 明石北 R.C. 

  12月 25日(水) 神戸須磨 R.C. 明石 R.C. 

  12月 26日(木) 神戸 R.C. 神戸西神 R.C. 明石東 R.C. 

  12月 27日(金) 神戸西 R.C. 

  12月 30日(月) 神戸東灘 R.C. 神戸南 R.C. 

  12月 31日(火) 神戸東 R.C. 神戸ベイ R.C.  神戸六甲 R.C. 神戸中 R.C. 明石北 R.C. 

 

会合開催報告 

 ・米山日本文化セミナー 11月 10日(日)7：45集合 豊岡方面 

   出席者:米山奨学生 チョーテッソーさん･永田カウンセラー 

 ・45 周年実行委員会 11月 14日(木) 例会前 於:例会場 出席者:9名 

       例会終了後 於:例会場 出席者:8名 

 ・指 名 委 員 会 11月 14日(木)例会終了後 於:例会場 出席者:5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 
 

11月 29日

（金） 
12:30 神戸西 *1 ガバナー公式訪問     浅木幸雄ガバナー(神戸 R.C.) 

12 月 2日 

(月) 

12:30 神戸東灘 *3 年次総会 

18:00 神戸南 *4 新入会員卓話        梶原政美･高田光幸各会員 

12 月 3日 

（火） 

12:30 神戸東 *1 年次総会 理事･役員選挙／歌唱指導 唱歌委員会 西村雅子先生  

12:30 神戸ベイ *3 年次総会／卓話 永所利章会員 

18:30 神戸六甲 *2 年次総会 

18:30 神戸中 *1 会員卓話                大谷秀明会員 

12:30 明石北 *5 年次総会 

12 月 4日 

（水） 

12:30 神戸須磨 *6 アンケート結果に見る神戸須磨ロータリークラブ 滝澤功治会員 

12:30 明石 *5 →1日(日)に変更 クリスマス親睦家族例会の為 

12 月 5日 

(木) 

7：00 神戸モーニング *8 ガバナー補佐卓話･クラブ協議会 ガバナー補佐 奥田祐司様 

12:30 神戸 *4 未 定        読売ジャイアンツ 岩隈久志さん 

12:30 神戸西神 *7 年次総会            大塚啓助会長エレクト 

18:00 明石東 * クラブ年次総会 
 
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＞ 

 

・ロ ー タ リ ー 研 修 デ ー 

日 時：2019 年 12 月 1日(日) 

 第 1 部 登録受付 12：30～ セミナー 13：00～15：00(3 セミナー同時開催) 

 第 2 部 登録受付 14：45～ セミナー 15：15～17：15(2 セミナー同時開催) 

場 所：神戸ポートピアホテル 

登録料：無 料 

出席者： ＜第 1部＞ 社会奉仕･公共イメージ合同セミナー  藤田･澤村各会員 

  国際奉仕セミナー  鷲尾会員 

  危機管理(青少年関連)セミナー  安井会員 

  ※社会奉仕･公共イメージ合同セミナー出席者は「補助金申請･補助金 

  管理マニュアル」をご持参下さい。 

 ＜第 2部＞ ロータリー財団セミナー  澤村会員 

  クラブ管理運営セミナー  八代会員 

 

・2020-21 年度地区補助金管理セミナー 

 日 時：2019 年 12 月 15 日(日)13：30～16：50 

 場 所：神戸ポートピアホテル 本館地下 1階 和楽の間 

 出席者：八代会長エレクト 

 ※「新版補助金申請・補助金管理マニュアル」を事前にお目通しの上、セミナー当日に 

  ご持参下さい。 

 

 


