
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２７日(木)第３０回(通算２１５２号) 

  

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

本年度第３０回〔 ２月２７日(木)〕      本年度第３１回〔 ３月 ５日(木)〕 

プログラム   プログラム 

 クラブフォーラム   「4 5 周 年 に つ い て」 

「ど う な る 4 5 周 年」  45周年実行委員長 

 会 長 星 島 一 夫   木 下  保 

 危機管理委員長 鴇 田 香 織   

      於:大歳の間 

  於:大歳の間   

 

シンギング   シンギング 

「R-O-T-A-R-Y」  「君が代」 

  

   

 

 

 

 

会合予告  

45周年実行委員会 2月 27日(木) 例会終了後 例会場 

定例理事会⑨ 3月 5日(木) 例会終了後 例会場 

エレクト理事会④ 3月 12日(木) 例会終了後 例会場 

 

幹事報告 

 配付物 「ハイライトよねやま 239」   

 回覧物 「THE ROTARIAN 2月号・3月号」「財団室 NEWS 2月号」「基隆東 R.C.週報」 

     「令和 2年神戸まつり垂水区協賛会理事会 議案書」(神戸まつり垂水区協賛会) 

 

① 神戸第 2 グループガバナー補佐 奥田祐司氏より、I.M.出席に対するお礼状を頂きました。 

② 神戸国際大学附属高等学校より、第 55回卒業記念礼拝出席に対するお礼状を頂きました。 

 

２月１７日(水) 例 会 報 告                             

◆ゲ ス ト 米山奨学生 チョーテッソーさん 

◆欠 席 者 乾君·河合君·小坂君·増田君·三木谷君·森田君·渡邉君·山中君·安井君·吉川君·由良君  

◆メークアップ 由良君(北海道 2500ロータリーEクラブ)2/17 

◆出 席 率  会員数２８（１９）名 出席者１７／２２名 出席率 77.27％ 

 出席率(メークアップ含まず)72.73％ 

 

 

 

本日の MENU 松花堂お弁当(造里 2種·ほきバター·出し巻き·胡瓜·鮪かつ·ごはん·味噌汁) 

本日の BGM 「早春賦」「どこかで春が」 他 

 



神戸須磨 R.C. 会長報告 

 2019-20 年度神戸須磨 R.C.・神戸垂水 R.C.の合同例会を開催致します。先週の水曜日に開催さ

れましたインターナショナル·ナイトに は、多数ご出席頂きありがとうございました。JICA か

らは約 40 名の研修生の方がご参加下さり、インターアクター、ローターアクターとも交流を

深め、盛況に終えることができました。ご尽力頂きました伊富貴国際奉仕委員長はじめ国際奉

仕委員会の皆様、奥田宮司、どうもありがとうございました。また、15 日(土)に開催されまし

たインターシティ·ミーティングにも大勢の皆様にご出席頂き、感謝申し上げます。 

本日は、神戸須磨 R.C.と神戸垂水 R.C.との合同例会に、神戸垂水 R.C.のロータリアンの皆様、

米山奨学生のチョーさん、事務局の方、総勢 22名の皆様、ようこそ神戸須磨 R.C.へお越し下

さいました。 

この合同例会は、 2005-06 年度に当時の当クラブの近藤会長と、神戸垂水 R.C.の石川会長が、

地区の会長会の席で「親子クラブなのに全く交流がないまま来ているのは変だ。これからは互

いにクラブ相互に行き来しましょう」と、話がとんとん拍子に進み、双方の R.C.の理事会の承

認を得て、「一年毎に訪問し合う形で合同例会を行う。各々の例会日時に出席する」と決めて

しばらく続きましたが、昼は辛いという垂水クラブの声もあって、近年は夜の実施となってい

ます。もう少し付け加えますと、垂水クラブのチャーターメンバーは、須磨クラブより移られ

た方も多く、2005-06 年度の垂水クラブの幹事が、元須磨クラブ会員のご夫人、新井さん(元い

そなれ会の会員)でございましたので、諸打合せなどもスムーズに進み、その年度にここ須磨観

光ハウスで開催できたということです。今までに 1～2回は開催できなかった年もあったと思い

ますが、15年の歩みを感じながら、今日は楽しい時間を過ごしたいと思います。本日は、どう

ぞよろしくお願い申し上げます。 

 

神戸垂水 R.C. 会長挨拶(澤村副会長) 

 皆様こんばんは。本来は星島会長が皆様の前でご挨拶するところではございますが、星島会長

がどうしても出席できず、代わりにご挨拶させて頂きます。 

先程、熊見会長からお話がありましたように、神戸須磨 R.C.と我が垂水 R.C.の合同例会は

2005-06年度・石川会長、新井幹事の下でスタートさせて頂きました。今年度で 15年目という

きりの良い年になった訳です。私たちの親クラブである神戸須磨 R.C.の皆様と、我が神戸垂水

R.C.が更にこの 15年目という節目において絆を深め、更に両クラブが永遠に栄え、お互いに切

磋琢磨できるようまっすぐに進んで参りたいと思います。神戸須磨 R.C.は、橋本パストガバ

ナー、滝澤パストガバナーも輩出されておりますし、これからもご指導を頂いて我々垂水クラ

ブも一生懸命 45周年に向けてやっていきます。 

改めて、私の方から一言お願いがございます。来たる 4月 5日、神戸垂水 R.C.45周年を迎え、

区民講座を開催し、夕刻より記念例会を開催致します。お一人でも多くの方にご出席頂きます

ようお願い致しまして、ご挨拶とさせていただきます。今日は本当にお世話になります。あり

がとうございます。 

 

ニ コ ニ コ 箱（本日合計６，０００円／累計６５３，０００円） 

 神戸須磨 R.C. 会長 熊見一郎氏(神戸垂水 R.C.の皆様、本日はよろしくお願い致します)、 

神戸須磨 R.C. 幹事 中右剛彰氏(本日はお楽しみ下さい)、藤田君·八代君(神戸須磨 R.C.の 

皆様、本日はお世話になります！) 

 

☆他クラブよりのお知らせ 

 例会変更 

  神戸六甲 R.C. 3月 24日(火) 移動例会(メークアップデスクはありません) 

  神戸ベイ R.C. 3月 24日(火)を 27日(金)に移動 観桜会の為 

  明 石 R . C . 3月 25日(水)を 24日(火)に変更 明石北 R.C.との合同例会の為 

  神戸西 R.C. 3月 27日(金)を 23日(月)に変更 移動例会 

 

  

 

 



休  会 

  3月 2日(月)·3月 9日(月) 神戸南 R.C.（新型コロナウィルス感染拡大防止の為） 

3月 10日(火) 神戸中 R.C. (定款により) 

3月 11日(水) 明石 R.C. （定款により） 

  3月 20日(金) 神戸西 R.C. （祝日の為） 

  3月 31日(火) 神戸ベイ R.C. 神戸六甲 R.C. 明石北 R.C. （定款により） 

 

会合開催報告 

 ・神戸垂水 R.C. 神戸須磨 R.C. 2月 19日(水)17：30～例会 18：00～懇親会  

   合同例会     於:須磨観光ハウス 

            出席者: ＜神戸垂水 R.C.＞会員 16名·米山奨学生·事務局 2名 

       ＜神戸須磨 R.C.＞会員 32名·米山奨学生·事務局 2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 
 

2月 28日

（金） 
12:30 神戸西 *1 今年の阪神タイガース 阪神タイガース OB会長 川藤幸三氏 

3月 2日 

(月) 

12:30 神戸東灘 *3 私の仕事とロータリークラブ      金田庄一郎会員 

18:00 神戸南 *4 休 会(新型コロナウィルス感染拡大防止の為) 

3月 3日 

（火） 

12:30 神戸東 *1 ロータリーにおける危機管理 地区危機管理委員会 副委員長 田中賢一氏(伊丹 RC)  

12:30 神戸ベイ *3 卓 話                 北浦 浩会員 

18:30 神戸六甲 *2 会員卓話                西岡良和会員 

18:30 神戸中 *1 会員卓話               高橋玲比古会員 

12:30 明石北 *5 会員拡大について            永井達也会員 

3月 4日 

（水） 

12:30 神戸須磨 *6 フットサルのお話 フットサル元日本代表 デウソン神戸 監督 鈴木拓也様  

12:30 明石 *5 自衛隊を取り巻く現状について 自衛隊兵庫県地方協力本部本部長 生田目 徹氏  

3月 5日 

(木) 

7：00 神戸モーニング *8 自動運転と法的責任           重田和寿会員 

12:30 神戸 *4 興福寺中金堂―古代建築の復元 興福寺 寺務老院 多川俊映さん 

12:30 神戸西神 *7 プログラミングの基礎知識   メイキッズ 櫻木翔太氏 

18:00 明石東 * 会員卓話      藤田正敏·小川英紀·佐藤 昭各会員 
 
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 学年度  米山記念奨学生修了式･歓送会 

 日 時：2020年 3月 8日(日)15：30～ 受付   16：00～ 開会・終了証書授与 

    16：30～ 懇親会  18：30    閉会     

 会 場：第一楼 

 会 費：おひとり様 5,000円（ロータリアンのみ・当日ご用意ください） 

 出席者：チョーテッソーさん·永田カウンセラー 

 

 

 

 



・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 

 

 

 


