
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 ２月 ６日(木)第２７回（通算２１５０号） 

  

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

本年度第２７回〔 ２月 ６日(木)〕      本年度第２８回〔 ２月１５日(土)〕 

プログラム   プログラム 

 「垂水風土記 Part4   「神戸第 2 グループ I.M.」 

 内 と い う 空 間」  13：30 登録開始 

 大 森 亮 尚 氏   14：00～19：00 

    於：神戸ポートピアホテル 

  於:大歳の間  (2月 13日(木)の例会を 15日(土)に変更) 
 
シンギング    

「中華民國國歌」「R-O-T-A-R-Y」  

  

   

 

 

 

会合予告  

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) 17：00受付 17：30例会 

18：00懇親会 

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 

 

幹事報告 

 添付書類 「エレクト理事会③議事録」  配付物 「ガバナー月信 2月号」 
 

① 次週例会は 2月 15 日(土)14：00より神戸ポートピアホテルにて「神戸第 2グループ I.M.」

です。2月 13日(木)の例会が 15日(土)に変更となっています。 

② ロータリーの友事務所より、2020-21年度版ロータリー手帳頒布のご案内を頂きました。 

回覧しておりますので、ご入用の方はご記入下さい。(1部 600 円＋消費税【送料別】) 

③ ガバナー事務所より、地区大会に先立って以下 2点お願いが届いております。 

  1. 本会議場の座席確保について 

 本会議場の座席ですが張り紙、ロープなどでのお席確保はご遠慮下さいますようお願い 

 致します。張り紙などされましても会場係が撤去させて頂きますことご了承下さい。 

 2. 本会議の昼食について 

 昼食会場は 12 時に開場します。毎年、昼食時間前に会場前に列ができますが、お弁当 

は入り口順次で各人にお配り致します。受け取った方から会場で昼食をお取り下さい。 

 

本日の MENU キッシュ&オリーブパイ·菜の花のポタージュ·海の幸のソテー 和風サラダ仕立て 他  

本日の BGM 「雪山讃歌」「スキー」 他 

 



先週の幹事報告追加分 

 「ロータリーの友 2月号」「抜萃のつゞり その七十九」を配付しています。 

 

１月３０日(木) 例 会 報 告                             

◆欠 席 者 増田君·森田君·澤村君·田中君·渡邉君·山中君·安井君·吉川君·由良君 

◆メークアップ 永田君(地区米山委員会)1/18·(発達障害理解の為の基礎と実践講座)1/25、善國君 

 (神戸南 R.C.)1/27·(明石北 R.C.)1/28、由良君(北海道 2500ロータリーEクラブ)1/29 

◆出 席 率  会員数２８（１９）名 出席者１９／２３名 出席率 82.61％ 

 出席率(メークアップ含まず)77.27％ 1/16補正 88.00％ 

 

会長報告 

 年末から今月末まではゴーン被告の逃亡から始まりまして、中東の緊迫があって、今やコロナ

ウイルス感染拡大で非常に慌ただしい落ち着かない月となりました。今日はひとまず落ち着い

て、炉辺例会でじっくり語り合いたいなと思っております。本日の炉辺例会、ファイヤーサイ

ドミーティング、または家庭集会、インフォーマルミーティングとも言うのだそうですが、

元々は会員卓話を持ち回りにしたり、座談会形式で集会を少人数で行う非公式な懇話会、特に

新入会員にロータリーの情報を提供するために始められたというものだそうです。話題は特に

ロータリーには限定せず、アットホームな雰囲気で公式会合ではなかなか言い出せないロータ

リーの初歩的な質問などを気安く切り出していただけるのではないかと思いますし、ロータ

リーの理論の研究会というような堅苦しいものを炉辺例会で致しますと非常に効率的であると

いう風に言われています。注意点としまして、他の会員の批判やクラブの管理上の不満を話題

にしない事、参加会員が固定化して党中党を作らないような留意が必要だということだそうで

す。ぜひ色々なお話をして頂いて、ロータリーの理解を深めて頂ければと思います。 

 本日の一句「暖冬の 浜をさまよう 猪の跡」 

 週末に但馬の方へちょっと蟹を食べにまいりまして、浜辺に出ると、毎年雪があるそうなので

すが雪が全くなく、砂浜には猪の足跡がついていました。 

 

親睦活動委員会 

 先日郵送にて、観桜家族例会と 45周年式典のご案内が届いているかと思います。ご家族の皆様

お誘いあわせの上、多数ご参加下さいます様お願い致します。 

 

45周年実行委員会 

 皆さんのところに届いております 45周年のご案内に誤植がございました。45周年記念式典の 

会費が、会員・ご家族とも 15,000円となっておりますが、正しくは会員 15,000円・ご家族

10,000円です。 

 

橋本幹事 

① 3月 8日(日)11：30より、大蔵谷にあります「ビフテキのカワムラ」にて食事会をしたい

と思います。社長の川村さんは、お父さんが六本木の方でお店をされておりロータリーに

入会されているそうで、お父さんの推薦もあり、前向きにご検討頂いております。食事会

の参加者は現在、私と会長、磯田さん、新井さんのお名前を頂いております。ご本人は当

日出張でおられないそうですが、行って名刺を置いてくるだけでも会員増強に成果が出る

と思いますので、ご都合のつく方は私の方までご連絡頂ければ予約致します。 

② 本年度の会長·幹事慰労ゴルフコンペですが、いつもはご友人へのお声がけを頂いておりま

すが今回は会員と家族だけとさせて頂きます。日程は会長の時間の許す日曜日ということ

で、6月 14日(日)となりました。皆様ご予定下さい。場所・時間は未定です。 

 

 

 

 

 

 



ニ コ ニ コ 箱（本日合計７，０００円／累計６１９，０００円） 

 乾君(炉辺例会、大いに発言して益々良いロータリーに致しましょう)、澤村君(イギリスへ出張

しています)、鴇田君(もうすぐ、節分ですね！春はもうすぐ) 

    １月ニコニコ箱合計１１２，０００円 

    １月エンジョイＢＯＸ合計２０，０００円 

 

☆他クラブよりのお知らせ 

 例会変更 

  神戸南 R.C. 2月 17日(月) 冬季移動例会 会員増強委員会担当移動例会の為 

 

 休  会 

  2月 24日(月) 神戸東灘 R.C. 神戸南 R.C. (祝日の為) 

 

☆事務局よりのお知らせ 

 週報 No.24～No.26のニコニコ箱累計額に誤りがありました。訂正しお詫び申し上げます。 

 ・週報 No.24 誤 ６１１，０００円 → 正 ５５１，０００円 

 ・週報 No.25 誤 ６４８，０００円 → 正 ５８８，０００円 

 ・週報 No.26 誤 ６７２，０００円 → 正 ６１２，０００円 

 

会合開催報告 

 ・神戸第 2G  1月 27日(月)16：00～ 於:神戸ポートピアホテルガバナー事務所 

  次期会長·幹事会    懇親会  於:    〃     「イタリアンバール」 

  出席者:八代次期会長·鷲尾次期幹事  

 ・エレクト理事会③ 1月 30日(木)例会終了後 於:例会場 出席者:9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） 

※2月 11日(火)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 
 

2月 7日

（金） 
12:30 神戸西 *1 人生の悦び               中島典子会員 

2月 10日 

(月) 

12:30 神戸東灘 *3 卓 話                舟元美智子会員 

18:00 神戸南 *4 
国際奉仕委員会担当例会「神戸港の過去・現在・未来について」 

      流通科学大学商学部 教授 森 隆行さん 

2月 12日 

（水） 

12:30 神戸須磨 *6 地区委員会報告             大内晋二会員 

12:30 明石 *5 →9日(日)18：00～に変更 職場例会兼親睦例会の為 於:平和園  

2月 13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 →17：30～に変更 ロータリー115 周年記念例会並びに家族会の為  

12:30 神戸西神 *7 →15日(土)に変更 神戸第 2グループ I.M. 

18:00 明石東 * PHD 協会について 公益財団法人 PHD 協会 事務局長 坂西卓郎氏  
 
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＞ 
 
・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·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·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 

 


