
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 ７月１６日(木)第 ３回(通算２１５９号) 

  

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

本年度第 ３回〔 ７月１６日(木)〕      本年度第 ４回〔 ７月３０日(木)〕 

プログラム   プログラム 

 「社会奉仕·環境保全 青少年奉仕 「プログラム 親睦活動 

  各委員長 所信表明」   各委員長 年間計画」 

 社会奉仕·環境保全委員長 澤 村 正 夫 プログラム委員長 近 平 礼 子 

 青少年奉仕委員長 新井紀美子 親睦活動委員長 藤 田 和 昭 

  

 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 

「海」   「夏は来ぬ」 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
幹事報告 

 添付書類 「臨時理事会①議事録」   配付物 「ハイライトよねやま 244」 

 

① 本日、2019-2020年度活動報告書及び 2020-2021年度基本方針·活動計画(案)の提出〆切日

です。未提出の前年度·今年度委員長はご提出よろしくお願いします。 

② 次週 7月 23日(木)は祝日の為休会です。 

③ ガバナー事務所より、12月 6日開催予定のロータリー研修デー開催中止のご案内を頂きま

した。 

 

 

本日の MENU 和 食【焼魚(サーモン)·蕎麦寿司·ポテトサラダカレー味·ご飯·香の物·味噌汁】 

本日の BGM 「You Raise Me Up」 他 

 

２０２０－２０２１年度上半期会費納入のお願い 
 

幹 事 鷲尾太一 
 

金 額   上期会費        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。 



先週の幹事報告追加分 

① メークアップの件です。この情勢でメークアップは受け付けないという風潮がありました

が、新年度に入ってからは神戸須磨 R.C.にメークアップに行かれた方もおられますので、

メークアップは従来通り行って下さい。当クラブも他クラブからのメークアップをお受け

します。 

② 本日例会終了後、臨時理事会を行います。理事の方はご出席よろしくお願いします。 

③ インターアクトクラブの例会が 7月 30日(木)13：00より神戸国際大学附属高等学校にて 

行われます。よろしくお願い致します。 

 

７月 ９日(木) 例 会 報 告                             

◆欠 席 者 小坂君·森田君·中塚君·安井君·吉川君·由良君 

◆メークアップ 善國君(神戸須磨 R.C.)7/8、由良君(北海道 2500ロータリーEクラブ)7/8 

◆出 席 率  会員数２５（１７）名 出席者１９／２３名 出席率 82.61％ 

 出席率(メークアップ含まず)81.82％ 6/27補正 81.48％  

 

会長報告 

 本日、藤本会員がきれいな花を添えて下さいました。昨日の豪雨の中でも、今日朝起きたら 

野の草花がしおれる事なく、しっかり咲いているのを見てパワーをもらいました。私も 50を 

過ぎて、お花を見て癒される、そんな感じになってきました。それでもテレビのニュースを 

見ていますと、今日もびっくりしたのですが東京でコロナの新しい感染者数が 224名と、収束

するどころか、ますます勢いが復活してきたような感じがしています。最近になって世界の

色々な国で世界的な損害を中国に責任追及したり、あるいは新しい法案が可決されて香港の 

民主化闘争のデモで逮捕者が出たり、コロナ問題が最近では政治問題化しつつあるなとニュー

スを見てつくづくそんな感じが致しました。けれども、ロータリークラブは定款にもあります

ように、政治問題や国家間の紛争に対しては当初より中立的な立場を守ってきました。どちら

の側にもつかない、こういう例会でも、政治的な発言はしないという事を徹底して守ってきた

わけですが、やはり創立者のポール·ハリスさんはクリスチャンであったという事もあって、 

イエスキリストの「右の頬を打たれたら左の頬も向けなさい」というような絶対平和主義と 

いうのをロータリーにもずっと継承してきたのかなとそんな感じが致します。また、宗教、 

思想信条の信仰さえ一つにこだわらず、あえてキリスト教を前面に出さなかったという点で、

今日ヒンズー教の国でもイスラム教の国でもキリスト教の国でも仏教の国でも色んな国々で 

民族を超えて、地域を超えてロータリークラブが誕生しているという事を考えますと、この 

中立的立場というのは非常に大切なのだなという事を思いました。ポール·ハリスさんから始ま

るこのロータリー精神ですが、思想信条を超えた親睦、あるいは武器ではなく奉仕という名の

武器で紛争解決に臨んだりと、地球の人々の平和の為に色々な活動をしてきたのだという事を

痛感しています。今日はクラブ管理運営委員長の田中さん、職業奉仕委員長の鴇田さん、国際

奉仕委員長の木下さん、来週は社会奉仕委員長の澤村さん、青少年奉仕委員長の新井さんと、

奉仕活動に関する卓話が続きます。これだけ奉仕というものがロータリー活動の中心なのだと

改めて思うと共に、今週、来週と 2週にわたって奉仕について私自身また学びたいと思って 

おります。どうぞよろしくお願いします。 

 「今日もまた 来て聴き学ぶ ロータリー 奉仕の心 とこしえにあれ」 

 

ニ コ ニ コ 箱（本日合計２７，０００円／累計１０６，０００円） 

 藤本君(八代新会長様へ 停泊中の「八代丸」がただ今出航しました。陰ながら、そして微力な

がら航海の無事を念じて八代丸に乗船させて頂きます。無事帰港できます事間違いなしです)、

星島君(会長、幹事、ホームページに所信表明を掲載しますので原稿よろしくお願いします)、

木下君(本年、国際奉仕委員長を務めさせて頂きます。よろしくお願い申し上げます)、田中君

(新年度おめでとうございます。今年一年よろしくお願いします)、山中君(45周年記念品を頂き

ありがとう。八代会長、おめでとう、よろしく)、八代君(田中会員、鴇田会員、木下会員、 

本日はよろしくお願いします) 



エンジョイＢＯＸ(本日合計４，０００円／累計１２，０００円) 

 磯田君(八代会長、鷲尾幹事、よろしくお願いします)、八代君(結婚記念日の素敵なお花、あり

がとうございました) 

 

会合開催報告 

 ・臨時理事会① 7月 9日(木)18：50～19：30 於:例会場 出席者:8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） 

※7月 23日(木)·24日(金)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 
 

7月 17日

（金） 
12:30 神戸西 *1 各委員長活動方針 会員増強·会員研修·国際奉仕·R財団·公共イメージ·プロバス  

7月 20日 

(月) 

12:30 神戸東灘 *3 卓 話                スピーカー未定 

18:00 神戸南 *4 

夫婦塾:男女の違いを理解して快適夫婦時間に  

一般財団法人 日本結婚カウンセリング協会 

プリマリタルカウンセラー·心理マリッジカウンセラー 四方結花さん 

7月 21日 

（火） 

12:30 神戸東 *1 コロナ後の世界と日本     名誉会員 五百旗頭 真 

12:30 神戸ベイ *3 会員卓話                松本浩之会員 

18:30 神戸六甲 *2 五大奉仕委員長就任挨拶Ⅱ(国際奉仕·青少年奉仕各委員長) 藤井委員長·林委員長  

18:30 神戸中 *1 各委員長挨拶Ⅱ          各部門委員会委員長 

12:30 明石北 *5 就任挨拶  浅田修宏·浜端 俊·日置大之·岡田芳男各理事 

7月 22日 

（水） 

12:30 神戸須磨 *7 
地区研修·研修会報告 

青少年奉仕:宇賀浩生 会員増強:中右剛彰 米山奨学会:中右剛彰  

12:30 明石 *6 休 会(定款により) 

7月 27日 

(月) 

12:30 神戸東灘 *3 卓 話                スピーカー未定 

18:00 神戸南 *4 ガバナー公式訪問 R.I.2680地区 2020-21年度ガバナー 髙瀬英夫さん  

7月 28日 

（火） 

12:30 神戸東 *1 ロータリーの変容     パストガバナー 瀧川好庸氏 

12:30 神戸ベイ *3 会員卓話               老田新一郎会員 

18:30 神戸六甲 *2 第 1回クラブ協議会 

18:30 神戸中 *1 8月会員増強·拡大月間に因んで 宇尾好博 RID2680会員維持増強委員長  

12:30 明石北 *5 次年度予算 榎本 浩幹事兼務会計／クラブフォーラム 小西 映副会長  

7月 29日 

（水） 

12:30 神戸須磨 *7 卓 話                 滝澤功治会員 

12:30 明石 *6 新入会員卓話 私の履歴書  大西 能さん·山田 梢さん 

7月 30日 

(木) 

7：00 神戸モーニング *9 未 定 

12:30 神戸 *4 未 定 

12:30 神戸西神 *8 ガバナー公式訪問          髙瀬英夫ガバナー 

18:00 明石東 * 
友愛の日/青少年奉仕·国際奉仕·SAA·親睦活動委員長活動方針 

薮田亘康青少年奉仕·松田洋子国際奉仕·西大條公一 SAA·吉元親睦活動各委員長  
 
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グリーンヒルホテル明石 *6ホテルキャッスルプラザ *7須磨観光ハウス 
*8西神オリエンタルホテル *9 香港茶楼 
*8香港茶楼  



 

＜神戸国際大学附属高等学校 I.A.C. 例会開催のお知らせ＞ 

 日 時：2020年 7月 30日(木)13：00～ 於:神戸国際大学附属高等学校 

 

 

 

 

 


