
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３０日(木)第２６回（通算２１４９号） 

  

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

本年度第２６回〔 １月３０日(木)〕      本年度第２７回〔 ２月 ６日(木)〕 

プログラム   プログラム 

 炉 辺 例 会   「垂水風土記  Part4」 

「皆で大いに語ろう   大 森 亮 尚 氏 

 ロータリーを楽しく」   

     於:大歳の間 

  於:大歳の間    

 

シンギング   シンギング 

「中華民國國歌」「R-O-T-A-R-Y」 「中華民國國歌」「R-O-T-A-R-Y」 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会合予告  

エレクト理事会③ 1月 30日(木) 例会終了後 例会場 

定例理事会⑧ 2月 6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) 17：30～20：00 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 

45周年実行委員会 2月 27日(木) 例会終了後 例会場 

 

 

 

 

 

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 にぎり 10種(海老·鯛·カンパチ·穴子·烏賊·玉子·鮪·サーモン·蛸·細巻き)、あら汁 

本日の BGM 「アメージンググレイス」「早春賦」 他 

 



幹事報告 

 配付物 「エレクト理事会②議事録」 

 

① ガバナー事務所より、「地区大会本会議登録についての更なるお願い」が届いております。

1月 24日(金)第一次登録〆切時点での地区内の本会議登録者数が、例年より開催日が早い

ことも影響してか、過去の平均登録者数より少ないそうです。つきましては、登録〆切が 

2月 7日(金)まで延長されましたので、まだ登録されておられない方でご都合のつく方は 

ご協力よろしくお願い致します。参加ご希望の方は事務局まで。 

② 兵庫陶芸美術館より、開館 15周年記念特別展「The 備前―土と炎から生まれる造形美」の

チラシを頂きました。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。

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

さい。 

 

１月２３日(木) 例 会 報 告                             

◆欠 席 者 増田君·森田君·八代君·安井君·吉川君·善國君 

◆メークアップ 澤村君(神戸中 R.C.)1/21·(神戸須磨 R.C.)1/22 

◆出 席 率  会員数２８（１９）名 出席者２２／２４名 出席率 91.67％ 

 出席率(メークアップ含まず)87.50％ 

 

会長報告 

 小寒から大寒ということで、今年は寒の時期が兵庫県での記録的な雪不足で、21日に神鍋では

雪乞いの神事をされたというような暖冬です。豪雪地帯の新潟でも同じように雪が降っておら

ず、魚沼も雪が少ないそうで、今年の米作りはどうなるのかと言う事と、豪雪地帯の雪をス

ノーパックというものにしてオリンピック・パラリンピックの暑さ対策に使おうという計画も

あったようなのですがそれもどうなるのか、様々なところに影響が出そうな気候であります。 

 さて、年が明けますとロータリーは次年度に向けての様々なイベントが開催されますが、中で

も 2020年の国際協議会がサンディエゴで開催中なのですが、1月 20日、2020-21年度 RI会長

のホルガー・クナークさんより次年度のテーマが発表されました。「ロータリーは機会の扉を

開く(Rotary Opens Opportunities)」であります。テーマロゴは三色のドアが開いているとい

うもので、今までにないようなシャープな形のロゴだと思います。意味としては「人生や地域

社会を豊かにするためにロータリーが与える機会をとらえる」ということだそうです。 

また、いくつかのトピックが話されたのですが、その中で新会員について、クナークさんは

「新会員を、会員数を増やす人員であるかのように考え、やがて忘れてしまうというのは止め

る必要があります。どの新会員も、私たちを少しだけ変えてくれます。新しい視野と経験を 

もたらしてくれます。このような絶え間ない変化を受け入れる必要があります。新会員から 

学び、その経験と知識を生かすことで、私たちはより強くなります」という風に述べておられ

ます。古い価値にとらわれすぎるなということなのでしょうか。また、全クラブが少なくとも

年に 1度、戦略立案会議を開き、5年後にどのようなクラブになりたいかを自問し、クラブが 

会員により多くの価値をもたらす方法を考えるべきであると言う事です。さらに、女性やロー

ターアクターや若い人達の参加を呼びかけております。特にローターアクターに直接呼びかけ

るような感じでありました。全体的に各ロータリークラブの足腰を鍛えて急激な変化を受け入

れるべきだと強調しているのではないかと思いました。大きな変革が予定されているのかもし

れないと思います。 

 元旦から節分の間、次の年に厄年を迎える人があちこちの神社で厄払いの祈祷を受ける風習が

あります。八幡宮が厄払いの神様というのは有名で、京都の石清水八幡宮がその総本山のよう

な感じですが、垂水須磨には多井畑八幡さん、瑞丘八幡宮があります。私は還暦を過ぎまして

後厄ということになりますので瑞丘八幡宮にお参りしてきました。夜も厄除けのご祈祷の方が

本当にたくさん訪れておられました。 

そこで今週の一句です。「厄詣 帰りの足取り 軽やかに」 

 

 

 



プログラム委員会 

 次週は炉辺例会ということでお座敷を予定しておりましたが、足が痛い方も多いと思いますの

で大歳の間で行います。お酒も出ますのでお車でのご来場はお控え下さい。 

 

次期幹事 

 エレクト理事会を 2月 13日に行うと決定致しましたが、2月 13日は 15日の I.M.に移動してお

りましたので、八代次期会長とも相談して 1月 30日に行います。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６７２，０００円） 

 小林君(理由は特にありません)、澤村君(金沢に出張しています。2月に会いましょう)、田中君

(思い出しました。結婚祝いありがとうございました)、山中君(結婚記念日の祝いありがとう。

忘れていました) 

 

☆他クラブよりのお知らせ 

 例会変更 

  明 石 R . C . 2月 12日(水)を 9日(日)に変更 職場例会兼親睦例会の為 

   2月 26日(水)を 3月 1日(日)に変更 親睦旅行例会の為 

  神戸モーニング R.C. 2月 13日(木)を 15日(土)に変更 I.M.の為 

2月 20日(木)を 22日(土)·23日(日) 地区大会へ移動 

  神 戸 R . C . 2月 13日(木)17：30～に変更 ロータリー創立 115周年記念例会並びに家族会の為  

  神戸西神 R.C. 2月 13日(木)を 15日(土)に変更 I.M.の為 

  神 戸 西 R . C . 2月 14日(金)を 15日(土)に変更 I.M.の為 

   2月 21日(金)を 22日(土)·23日(日) 地区大会へ移動 

  神 戸 中 R . C . 2月 18日(火)を 15日(土)に変更 I.M.の為 

  神戸須磨 R.C. 2月 19日(水) 神戸垂水 R.C.との合同例会の為 

  明 石 東 R . C . 2月 20日(木) 職場例会の為 

  神戸ベイ R.C. 2月 25日(火)を 22日(土)·23日(日) 地区大会へ移動 

  神戸六甲 R.C.   2月 25日(火)を 22日(土)·23日(日) 地区大会へ移動 

  (メークアップデスクはありません) 
  
休  会 

  2月 11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.（祝日の為）  
 
会合開催報告 

 ・発達障害理解の為の 1月 25日(土)15：30～ 於：神戸芸術センター 

基礎と実践講座 出席者:永田会員 
 
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 
 

1月 31日

（金） 
12:30 神戸西 *1 神戸西 R.C.の同好会あれこれ       村野利招会員 

2月 3日 

(月) 

12:30 神戸東灘 *3 ポルシェと私              小谷 圭会員 

18:00 神戸南 *4 未 定 

2月 4日 

（火） 

12:30 神戸東 *1 
人間ドックについて～いかに健康に長生きするか  

公益財団法人 兵庫県予防医学協会 会長 石原亨介氏 

12:30 神戸ベイ *3 クラブアッセンブリー 

18:30 神戸六甲 *2 会員卓話                仁科義昌会員 

18:30 神戸中 *1 I.M.に備えて 奥田祐司神戸第 2グループガバナー補佐·I.M.実行委員会 

12:30 明石北 *5 明石市政あれこれ 



2月 5日 

（水） 

12:30 神戸須磨 *6 私立学校と公立学校           江本博明会員 

12:30 明石 *5 
新卓球 Tリーグ発足から見たスポーツ興業 

日本生命コーポレートスポーツ渉外部長 池端弘幸さん 

2月 6日 

(木) 

7：00 神戸モーニング *8 すべての”らしさ"を照らす 劇団 Compass代表 横田裕久氏 

12:30 神戸 *4 
会社生活を 3倍楽しむための究極のワーク＆ライフバランス 

マルチクリエーター 本田 亮さん 

12:30 神戸西神 *7 新入会員自己紹介           竹内俊胤会員 

18:00 明石東 * ゴルフと私        プロゴルファー 寺西 明氏 
 
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＞ 
 
・2019-20 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 

 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。 

 出席者：八代会長エレクト・木下会員 

 

・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：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·河合·木下·永田·澤村·鷲尾·山中·八代·安井·善國各会員 

  ＜懇親会＞星島·磯田·河合夫妻·永田·澤村·安井各会員 

 



・2020 年  会長エレクト研修セミナー (ＰＥＴＳ ) 

 日 時：2020 年 3 月 15 日(日) 受 付 10：00 セミナー10：30～17：30(昼食をご用意致します) 

    懇親会 17：45～19：45  

 場 所：＜セミナー＞ 西脇商工会議所 2F「多目的ホール」 

  ＜懇 親 会＞ 西脇ロイヤルホテル 2F「グランドホール」 

 持参物： ①「標準ロータリークラブ定款」(2019 年 7月版) 

  ②「クラブを成功に導くリーダーシップ：会長編」 

 出席者：八代会長エレクト 


