
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 ６月 ４日(木)第３１回(通算２１５３号) 

 

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

本年度第３１回〔 ６月 ４日(木)〕      本年度第３２回〔 ６月 １１日(木)〕 

プログラム   プログラム 

 「みんなの無事を   「コロナ自粛 3か月間の報告会」 

 確認する例会 PartⅠ」  18：00～19：00 

 18：00～19：00    於:本館 2F六甲の間 

 於:本館 2F六甲の間   

   

シンギング   シンギング 

「君が代」  「神戸垂水ロータリーソング 1番」 

  

   

 

 
 
6月誕生祝 由良君 6日 森田君 30日 
 
6月結婚祝 小坂君 14日 河合君 18日 

 

会合予告  

神戸第 2G 現·新会長幹事会 6月 12日(金) 18：30～20：00 ＺＯＯＭ会議 

45周年記念例会＆ 

会長·幹事慰労家族例会 

6月 27日(土) 17：00～19：00 舞子ビラ緑風館 2F春秋の間 

(25 日(木)の例会を 27日(土)に変更)  

 

幹事報告 

 配 付 物 「ガバナー月信 3月号・4月号・5月号・6月号」 

「ロータリーの友 3月号・4月号・合併号(5月·6月)」 

「新型コロナウィルスと例会運営について」「ハイライトよねやま 240·241·242」 

回 覧 物 「財団室 NEWS 3月号・4月号・5月号」「兵庫さい帯血バンクだより No.32」 

「THE ROTARIAN 4 月号·5 月号·6月号」「基隆東 R.C. 週報」「PHD LETTER vol.143」 

「令和元年度のあゆみ（公益財団法人ひょうご子どもと家庭福祉財団）」 

 

① 次週 6月 11日(木)、次々週 6月 18日(木)も、例会時間 18：00～19：00、三密を避ける為の

マスク着用にご協力をお願い致します。スカイプ·LINEのビデオ通話等を利用してオンライ

ンでの例会参加も引き続き設定致します。 

② 6月 25日(木)の例会は、45周年記念例会＆会長·幹事慰労家族例会の為、6月 27日(土) 

17：00～19：00に変更となります。会場は舞子ビラ緑風館 2F 春秋の間です。 

③ 現委員長に 2019-20年度活動報告用紙、新委員長に 2020-21年度基本方針·活動計画用紙を 

配付しております。7月 16日(木)までにご提出下さい(〆切厳守)。なお、クラブアッセンブ

リーは 9月 3日(木)17：00より開催です(ガバナー公式訪問 2 週間前)。 

本日の BGM 「夏は来ぬ」「歌の翼に」 他 

 



④ 6月のロータリーレートは 1ドル 108円です(5月 1ドル 107円) 

⑤ 神戸須磨 R.C. 神戸西神 R.C. 明石北 R.C.より、例会及び例会場について下記のお知らせ

を頂きました。 

＜神戸須磨 R.C.＞ 

 6月例会スケジュールについて 

 ・6月 10日(水)は休会。 

 ・6月 17日(水) 12：30受付 13：00開始 於：禅昌寺 宝雲閣 (食事なし) 

 ・6月 24日(水)      〃 於：淨徳寺（食事なし） 
  
＜神戸西神 R.C.＞ 

 6月中の例会は、 

・13：00～13：30までの 30分間の食事なし・時間短縮・自由参加で行います。 

・例会場は、兵庫建設会館に変更。 

 （神戸西神オリエンタルホテル宴会場が 7/10まで閉鎖の為） 

・他クラブからのメイクアップは受け付けません。 
 
   ＜明石北 R.C.＞ 

 例会場変更のお知らせ 6月 18日(木)まで→ホテルキャッスルプラザ 

  7月 7日(火)より→グリーンヒルホテル明石 

⑥ ガバナー事務所より、下記お知らせを頂きました。 

(1) 地区行事・地区プログラム・地区委員会等の自粛を解除します。 

  ただし、国ならびに県の方針に従い、三密を避けるため、オンライン対応できる 

  ものは継続を推奨します。 

(2) ガバナー事務所は、テレワークを解除し、10：00～17：00の出勤体制とします。 

  ただし、感染症第二波の状況に応じて、事務局員をシフト体制とし、出勤チームと 

  テレワークチームの交代勤務により機動的に業務を行う場合があります。 

(3) 上記のいずれも、緊急事態宣言が再発布された場合は、従前の自粛体制へと戻します。 

(4) 最新情報は、2680地区ホームページをご覧ください。 

⑦ ロータリーの友事務所より、下記お知らせを頂きました。 

(1) 『友』配布に関して 

   5・6月合併号の配布が変更となり、7月号に関しても、編集・製作工程の関係 

  から、残念ながら 7月第 1～2週 のお届けとなる可能性があります。 

(2） 編集部および管理部に対する問合せは、メールにて対応いたします。 

  編集部 hensyu@rotary-no-tomo.jp 管理部 keiri@rotary-no-tomo.jp 

⑧ ロータリー文庫より、緊急事態宣言解除をうけ、6 月より開館する旨のご案内を頂きました。

ただし、当面の開館時間は 10：00～16：00となります。 

⑨ ロータリー米山記念奨学会より、新型コロナウイルスに関する今後の事務局勤務体制に 

ついてのお知らせを頂きました。職員のテレワークや時短・時差通勤を併用し、段階的に 

通常業務への移行を図り、6月の事務局の開室時間は下記の通り時間を短縮して対応され 

ます。 

【実施期間】 6月 1日(月)から 6月 30日(火)まで 

【期間中の問い合わせ対応】 

 電 話：03-3434-8681 ※平日 10：30～16：00  ＦＡＸ：03-3578-8281 

 メール：ご用件によって、下記の各メールアドレス宛てにご連絡ください。 

  寄付金関連： kifu@rotary-yoneyama.or.jp 

  奨学生・奨学金関連： scholars@rotary-yoneyama.or.jp 

  広報関連： highlight@rotary-yoneyama.or.jp 

  その他： mail@rotary-yoneyama.or.jp  

⑩ 兵庫県立美術館より、「開館 50周年 超・名品展」のチラシ及び 1組 2名様分の招待券を

頂いております。ただし、コロナウィルス感染拡大の影響で、会期が 6月 2日(火)～6月 

7日(日)までと短くなり、混雑緩和の為、観覧予約制度が開始されているようです。ご興味

のある方は事務局までお申し出下さい。 



⑪ 兵庫県立考古博物館 加西分館「古代鏡展示館」より、春季企画展「美と微―美の集積と

技巧の微」案内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。 

⑫ 兵庫盲導犬協会より「ワンダフル通信 Vol.93」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ください。 

 

２月２７日(木) 例 会 報 告                             

◆欠 席 者 河合君·小坂君·増田君·三木谷君·森田君·永田君·安井君·吉川君 

◆メークアップ 小坂君(明石東 R.C.)2/20、橋本君·星島君(地区大会 会長幹事会)2/22、由良君 

 (北海道 2500ロータリーEクラブ)2/25、永田君(地区米山奨学委員会)3/8 

◆出 席 率  会員数２８（１９）名 出席者２０／２４名 出席率 83.33％ 

 出席率(メークアップ含まず)83.33％ 2/6補正 96.00％ 2/15補正 83.33％ 

 

会長報告 

 先日の須磨との合同例会は欠席して申し訳ございませんでした。澤村副会長、橋本幹事以下の

ご協力で、須磨クラブとの合同例会がつつがなく行われたようで、安心いたしました。 

 また、23日の全クラブの会員参加による地区大会全体会議が中止となり、22日の会長幹事会と

それに続く RI会長代理公式セッションが新設され、23日(日)の本会議プログラムの一部を移行

するという、かつてないような変更のもとでの地区大会となりました。大会実行委員会の 

ご苦労は相当なものであったろうと思います。 

 コロナウイルスの感染症の問題は、日々、状況が変わっていく状況です。25日の政府の発表に

よって、この 1〜2週が瀬戸際との発表がありました。感染者の実数は、実は、PCR検査の 

実施数が極端に少ないのであてにはならないと思っています。区内のある病院の責任者からの

コメントですが、今年は原因不明のウィルス性の肺炎が多い、との救急外来担当の意見だった、

とのことです。実際は、すでに多くの感染者がいるのではないかと思っております。しかし、

判明しているものだけでも発生者数が激増しているわけでもないので、おそらくこの 1〜2週で

感染のピークがくる可能性もなくはないですし、重症の肺炎が激増しているという発表もまだ

ありません。おそらく、インフルエンザよりは重症だが、SARSほどではないということになろ

うかと思います。 

 うがい、手洗い、咳をしていれば咳エチケットを守る、体調を管理する、換気をよくする、 

などごく普通の注意をまずは守っていただいて、感染を予防していただきたいと思います。 

そして、本日は、45 周年のあり方について、皆様でご検討いただければと思います。中国語で

今回のコロナウィルスの肺炎を、「新冠肺炎」と書いてありました。そこで、今週の一句です。 

「冠を 洗い清めよ 春時雨」 

 

ニ コ ニ コ 箱（本日合計９，０００円／累計６６２，０００円） 

 藤本君(いつも写真ありがとうございます)、橋本君(皆さん頑張っていきましょう)、善國君 

(早退失礼します)、由良君(三木谷さん、ヴィッセル神戸チケットありがとうございます) 

   2月ニコニコ箱合計４３，０００円 

 

エンジョイＢＯＸ(本日合計１０，０００円／累計１７８，４２０円) 

 山中君(久しぶりです) 

    2月エンジョイ BOX合計１０，０００円 

 

☆他クラブよりのお知らせ 

 例会変更 

  明 石 北 R . C . 6 月 16日(火)を 18日(木)に変更 最終例会の為 

 神戸ベイ R.C. 6 月 23日(火)を 26日(金)に変更 会長幹事慰労会の為 

 神戸モーニング R.C. 6 月 25日(木)19：00～に変更 年度末懇親会の為 
 
 
 
 
 



 休  会 

  6月 16日(火) 神戸六甲 R.C. (メークアップデスクはありません) 

  6月 23日(火) 明石北 R.C. 

  6月 24日(水) 明石 R.C. 

  6月 30日(火) 神戸ベイ R.C. 明石北 R.C. 

 

会合開催報告 

 ・神戸国際大学 2月 21日(金)10：00～ 於:講堂 

附属高等学校卒業式  出席者:橋本幹事 

・クラブフォーラム③  2月 27日(木) コロナウイルス感染に関する危機管理について 

 出席者:19名 

・45 周年実行委員会 2月 27日(木)例会終了後 於:例会場 出席者:12名 

・臨時理事会③(持ち回り)  2月 27日(木) 於:例会場 出席者:12名 

・臨 時 移 動 理 事 会 ① 3月 19日(木)17：00～ 於:星島整形外科 5階  

 出席者:4名·委任状 7名 

・臨時メーリングリストによる 3月 30日(月)13：45～4月 3日(金)14：11 

 メール·FAX理事会① 出席者:10名 

・定 例 移 動 理 事 会 ⑨ 5月 16日(土)17：30～ 於:星島整形外科 5階 

  出席者:11名(内、オンライン出席 3名) 
 
6月プログラム予告(予定) 

 11日  「コロナ自粛 3か月間の報告会」 

 18日  「この一年を回想して」 

 27日(土) 「45周年記念例会＆会長·幹事慰労家族例会」 (25日(木)の例会を 27日(土)に変更) 
  

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 
 

6月 5日

（金） 
12:30 神戸西 *1 休 会 

6月 8日 

(月) 

12:30 神戸東灘 *3 未 定 

18:00 神戸南 *4 未 定 

6月 9日 

（火） 

12:30 神戸東 *1 未 定 

12:30 神戸ベイ *3 会員卓話                須藤仁一会員 

18:30 神戸六甲 *2 新会員自己紹介            田中みのり会員 

18:30 神戸中 *1 会員近況報告 

12:30 明石北 *5 兵庫県下の地価動向           大谷良太会員 

6月 10日 

（水） 

12:30 神戸須磨 *6 休 会 

12:30 明石 *5 落 語                  桂あかし氏 

6月 11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 臨時総会 

13:00 神戸西神 *7 
コロナウィルス関連の経営支援について 堤健二郎会員 

※13：00～13：30 食事なし 他クラブからのメークアップ受付なし 

18:00 明石東 * 再会を祝して 
 
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兵庫建設会館(6月中) 
*8香港茶楼 
 

 


