
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２０年 １月 ９日(木)第２３回（通算２１４６号） 

  

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

本年度第２３回〔 １月 ９日(木)〕      本年度第２４回〔 １月１６日(木)〕 

プログラム   プログラム 

 ・「会長・幹事  年頭挨拶」 「年男・年女  新春放談」 

 会長 星島一夫・幹事 橋本正弘 増田泰子会員·山中 勉会員 

 ・「創立 45 周年決起大会」 小坂敏哉会員 

 

  於:大歳の間   於:大歳の間 

 

シンギング   シンギング 

「君が代」  「雪山讃歌」 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1月誕生祝 善國君 3日 永田君 11日 渡邉君 16日 近平君 31 日 

 

1月結婚祝 星島君 14日 山中君 20日 田中君 21日 三木谷君 29日 

 

会合予告  

定例理事会⑦ 1月 9日(木) 例会終了後 例会場 

エレクト理事会② 1月 16日(木) 例会終了後 例会場 

神戸第 2グループ I.M. 2月 15日(土) 13：30登録開始 

14：00～19：00 

神戸ポートピアホテル 

神戸須磨 R.C.との合同例会  2月 19日(水)  須磨観光ハウス 

地区大会 2月 22日(土)･23 日(日)  神戸ポートピアホテル 

 

 

２０１９－２０２０年度下半期会費納入のお願い 
 
幹 事 橋本正弘 

 
金 額  下期会費        １５０，０００円 

      周年記念事業特別基金   １０，０００円   

                計 １６０，０００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。 

本日の MENU おせち(松笠慈姑·梅人参·竹の子土佐煮·黒豆·紅白蒲鉾 他)、さごし、雑煮 他 

本日の BGM 「お正月」「雪」 他 

 



幹事報告 

配付物 「ガバナー月信 1月号」「ロータリーの友 1月号」「ハイライトよねやま 237」 

回覧物 「THE ROTARIAN 1 月号」「財団室 NEWS 1月号」「PHD LETTER 142」 
 

① 本日より神戸第 2グループ I.M.及び地区大会の登録料を徴収致します。I.M.は全員登録と

なっておりますのでよろしくお願い致します。 

・神戸第 2グループ I.M.(11,000円) 

・地区大会(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· 

 R.I.会長代理歓迎晩餐会 21,000円) 

② クラブ宛に届きました年賀状を回覧しています。 

③ 1月 13 日(月)が祝日の為、次週の事務局出勤日は 1月 15日(水)·16 日(木)となります。 

④ 1月のロータリーレートは 1ドル 110円です。(12 月 1ドル 108円) 

⑤ R.I.2740地区(佐賀県·長崎県)より、「九州北部豪雨災害ご支援の御礼と報告」が届いてお

ります。義援金は激甚災害指定の武雄市・多久市・大町町へ支援金として、又被害にあわ

れた地区内クラブへお見舞金として届けられました。 

⑥ 社会福祉法人兵庫盲導犬協会より「ワンダフル通信 No.92」を頂きました。各テーブルに置

いておりますので、ご入用の方はお持ち帰り下さい。 

⑦ 神戸六甲 R.C.よりメークアップについてのご連絡を頂きました。神戸六甲 R.C.は 2020年 

1月より移動例会時、休会時のメークアップデスク(受付)を閉鎖する事になりました。お越

し頂いても受付はいたしかねますとの事です。なお、2018年 1月より休会ないし移動例会

時にメークアップに来られたロータリアンから頂きましたメークアップ料は全額 R財団· 

米山奨学会に寄付されました。 

⑧ ・・・第 42 回  RYLA セミナーのご案内・・・ 

 期 日：2020年 3月 19 日(木)～22日(日) 

 場 所：神戸 YMCA余島野外活動センター 

 集 合：3月 19 日(木) 午後 2時現地 ※昼食は済ませて集合して下さい。 

 解 散：3月 22 日(日) 午後 1時現地 

 参加費：ロータリアン 登録料 5,000円の他に 1泊(3食)につき 15,000 円 

     もしくは日帰り 10,000円を加算。 

※詳細及び参加希望される方は事務局まで。 

⑨ ・・・R.I.2530 地区(福島県) 復興フォーラム in ふくしまのご案内・・・ 

 期 日：2020年 3月 21 日(土)·22 日(日) 

 概 要：＜1日目＞スタディーツアー(被災地現状視察) JR福島駅西口発 

          参加者懇親会 クーラクーリアンテ(福島市) 

     ＜2日目＞復興フォーラム パルセいいざか(福島市飯坂町) 

※詳細は事務局まで。 

⑩ 兵庫県立美術館より特別展「ゴッホ展」のパンフレットを頂きましたので配付して 

います。また、1 組 2名様分の招待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。 

 

１２月２２日(日) 例 会 報 告                             

◆ゲ ス ト 会長 川本靖夫さん·古谷昭雄さん(垂水プロバスクラブ)、山崎貴美子さん 

 (元会員ご夫人)、田中久美子さん(エレクトーン奏者)、チョーテッソーさん 

 (米山奨学生)、近平·藤田·橋本·星島·乾·増田·中塚·澤村·山中·八代·安井·由良 

 各会員ご家族及びゲスト 

◆欠 席 者 河合君·森田君 

◆メークアップ 八代君(地区補助金管理セミナー)12/15 

◆出 席 率  会員数２８（１９）名 出席者２６／２６名 出席率 100％  

 出席率(メークアップ含まず)100％  

 

 

 

 



会長報告 

 ロータリアンならびにご家族の皆様、こんばんは。今日は今年度前半の最後の例会となりまし

た。創立 45 周年となる今年度の会長をさせて頂いて、半年経ちました。これまで、多くの 

皆様に至らない会長を支えて頂きました。他クラブなどとの会合に出席できない私に替わって

代理をお願いした澤村副会長、小回りの利かない会長を完璧にサポートして頂いている橋本幹

事、会計システムの全面的な見直しという難題を押し付けて苦労かけている小林会計理事をは

じめ、会員そして事務局の皆様に支えられて、ここまで進んでまいりました。また、私のもと

での色々な変化を引き継いで頂くことになる八代会長エレクトには、ご苦労をおかけしますが

よろしくお願い申し上げます。 

 この 4月に創立記念講演会と記念例会祝賀会が予定されております。あと、100日余りとなりま

したが、これまで準備にご努力頂いた木下実行委員長をはじめとする、実行委員の皆様のご協

力で大枠が決まってまいりました。皆様のご協力に感謝申し上げます。さらに、我らのロータ

リー活動を支えてくださる家族の皆様のご助力もあってこその活動であろうと思います。今年、

予想以上のラグビーワールドカップで大健闘した日本代表のスローガンが『ONE TEAM（ワン

チーム）』で流行語の年間大賞に選ばれてもいますが、我がクラブも、まさしく『ONE TEAM

（ワンチーム）』として活動しております。これから、創立記念行事に向けて、さらなるご協

力をいただくことになると思います。ご家族の皆様にもご無理を申し上げることも多々あるこ

とと思います。今しばらくご容赦のほどよろしくお願い申し上げます。 

今後も垂水ロータリークラブが続いていくために、会員が一人でも増えますように、是非 

ご家族の方も、この人と仲間になれればいいと思われる方がありましたらご紹介をお願い申し

上げます。お待ち申し上げております。 

本日の一句 「冬至の夜 友と過ごせば 暖かし」 

 

ニ コ ニ コ 箱（本日合計３９，０００円／累計５０７，０００円） 

 山崎貴美子さん(MERRY CHRISTMAS お久しぶりでございます。皆様お元気でしたでしょうか？た

くさんの人に誘って頂きましたが結局善國様のゲストとしてご招待頂きました。喜んで参加させ

て頂いております。よろしくお願い致します。楽しい一日でありますように感謝です)、橋本君

(本日はみなさんようこそ)、乾君(皆様、佳い年をお迎え下さい)、磯田君(ヴィッセルおめでと

う。1 月 1日の天皇杯楽しみ!!クリスマスおめでとう)、木下君(年末例会、楽しみましょう!!)、

三木谷君(ヴィッセル天皇杯決勝に行きます。クリスマスおめでとう)、澤村君(①会員と家族の

皆さんこんばんは。今年もお世話になりました。来年もよろしくお願いします②皆様、佳い年を

お迎え下さい)、山中君(いつもお世話になります)、八代君(年末家族例会、みんなで盛り上がり

ましょう!!)、由良君(本日のアトラクション、アクアシンさんのマジック楽しみです) 

    12月ニコニコ箱合計６２，０００円 
 
エンジョイＢＯＸ(本日合計１４，０００円／累計１４８，４２０円) 

 近平君(今日は皆様ありがとうございます。楽しく過ごしましょう。そしてメリークリスマス。

藤本会員、お花ありがとうございます)、藤田君(今日は楽しみましょう)、星島君(Enjoy! 

Rotarian!)、八代君(1年間ありがとうございました!!) 

    12月エンジョイBOX 合計２４，０００円 

 

☆他クラブよりのお知らせ 

 例会変更 

  神戸六甲 R.C. 1月 21日(火) 移動例会(神戸東 R.C.)の為 (メークアップデスクなし) 

神戸西神 R.C. 1 月 23日(木) 職場訪問例会の為 

  神戸須磨 R.C. 1月 29日(水) 職場例会の為 

 

 

 

 

 

 

 



会合開催報告 

 ・忘年ゴルフコンペ 12月 15日(日) コンペ 9：30集合 於:垂水ゴルフ倶楽部 

       出席者:会員 7 名·ゲスト 4名 

       忘年会 18：00～ 於:増田屋本店 

       出席者:会員 8 名·ゲスト 4名 

 ・地区補助金管理セミナー 12月 15日(日)13：30～16：30 於:神戸ポートピアホテル 

   出席者:八代会長エレクト 

・年 末 家 族 例 会 12月 22日(日)18：00～20：30 於:舞子ビラ緑風館 2F 春秋の間 

  アトラクション：マジシャン 亜空亜 SHIN 

  出席者:会員 26名、家族·事務局·米山 28名、子供 9名 計 63 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） 

※1月 13日(月)は祝日の為、各クラブ休会です。 

月日 時間 クラブ名/会場 プログラム 
 

1月 10日

（金） 
12:30 神戸西 *1 新春年男·年女放談 岡本会員·山田会員·中島会員·芦名会員 

1月 14日 

（火） 

12:30 神戸東 *1 職業奉仕って何？         工藤職業奉仕委員長 

12:30 神戸ベイ *3 会員卓話                岩瀬哲正会員 

18:30 神戸六甲 *2 会員卓話              中間会員（予定） 

18:30 神戸中 *1 会員卓話                押部浩二会員 

12:30 明石北 *5 年男卓話          鷲尾四郎·岡野吉秀各会員 

1月 15日 

（水） 

12:30 神戸須磨 *6 米山月間に因んで(三か月遅れ)      田中 勝会員 

12:30 明石 *5 年男卓話 1     福水秀樹·川﨑喜昭·大森誠司各会員 

1月 16日 

(木) 

7：00 神戸モーニング *8 決議 23-34 について         職業奉仕委員会 

12:30 神戸 *4 未 定 人と防災未来センター センター長 河田惠昭さん 

12:30 神戸西神 *7 年男放談① 

18:00 明石東 * クラブ協議会(上期決算·下期活動計画)    東誠幹事 
 
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＞ 
 
・第 22 回発達障害理解のための基礎と実践講座 

  日 時：2020年 1 月 25 日(土)13：00開場 13：30～16：30 

  場 所：神戸芸術センター「芸術劇場」 

  登 録 料：ロータリアン 2,000円  一般無料 

 プログラム：「国立大学大学院ドクターコースを修了した成年 K さんとの対談」〜自閉症スペクトラムと共に生きる〜 

  対談：青年 Kさん(現在 A科学研究所に勤務) 

  講師：竹田契一氏［大阪教育大学名誉教授・大阪医科大学 LDセンター顧問］ 

  「中高生のゲーム障害の診断と治療について」〜ゲーム依存から抜け出すには〜 

  講師：片上素久氏［大阪市立大学医学部付属病院神経精神科］ 

 出 席 者：永田·鷲尾各会員 
 
 

 

 

 



・2 0 2 0 - 2 1 年 度  会 長 幹 事 会 

 日 時：2020 年 1月 27日(月)16：00～ 

 場 所：神戸ポートピアホテル ガバナー事務所 本館 7階 722 号室 

 懇親会：神戸ポートピアホテル「イタリアンバール」（会費 5,000 円） 

 議 題：グループフェスタについて 

 出席者：八代会長·鷲尾幹事 

 

・2019-20 年度「クラブの研修」講習会 

 日 時： 2020年 2月 1日(土)13：30受付 14：00 開始 

 場 所： センタープラザ西館 6階会議室 

 参加者： クラブ研修リーダー、職業奉仕委員長、ロータリー情報委員長などの役職の会員、 

     会長、幹事、会長エレクト（1クラブ当たり 2名程度） 

   ※会場の定員の都合上、参加申込みをいただいてもお断りすることがありますので、予めご了承下さい。  

  テーマ： (RLI参加者テキスト パートⅠから) 

  1 ロータリーにおけるリーダーシップ 私のロータリー世界 

  2 倫理と職業奉仕  3 会員の参加を促す 

  ※参加者には、予め「RLI参加者テキスト パートⅠ」の該当ページの写しをお送りします。 

 

・神戸第 2グループ Ｉ．Ｍ． 

  日 時：2020 年 2月 15日(土) 登録開始 13：30 開 会 14：00 

           懇 親 会 17：10 閉 会 19：00 

 場 所：神戸ポートピアホテル 

 登録料：11,000円（全員登録） 

 テーマ：「未来に繋ぐ 未来を創る」 

 

・2 0 1 9 - 2 0 年 度  地 区 大 会 

  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 

＜プログラム案＞ 

 [2 月 22日(土)] 

 14：30～18：00   ロータリーファミリーの集い 出席者：近平·永田·八代·善國各会員 

 15：00～15：50  大会特別委員会 

 16：00～17：00  会長・幹事会(2018-19年度決算報告他、RI会長代理講話) 

    出席者：星島会長·橋本幹事 

 17：30～19：30 RI 会長代理歓迎晩餐会 アトラクション：スーパーストリングスコーベ 
  
 [2 月 23日(日)] 

 9：00 受付開始  10：00 本会議 第 1部  12：00 昼食(ご用意しております) 

 13：00 ブラスバンド演奏(甲南高校･中学校ブラスアンサンブル部) 

 13：30 朝原宣治･奥野史子夫妻トークショー  15：00 本会議 第 2部  16：10 閉会 

 16：30 会員家族懇親会 

 出席者： ＜本会議＞藤田·星島·乾·磯田·永田·澤村·鷲尾·山中·八代·安井各会員 

  ＜懇親会＞星島·磯田·永田·澤村·安井各会員 

 


