
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 ８月２７日(木)第 ７回(通算２１６３号) 

  

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

本年度第 ７回〔 ８月２７日(木)〕      本年度第 ８回〔 ９月 ３日(木)〕 

プログラム   プログラム 

 ・「コロナの時期にした体験談」   「クラブアッセンブリー 

 藤本靖子会員   今田ガバナー補佐をお迎えして」 

・「臨時総会」    （例会時間 15分延長） 

 

  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 

「山の歌」  「君が代」 

  

   

 

 

 
 
 

会合予告  

定例理事会③ 9月 3日(木) 例会終了後 例会場 

ガバナー公式訪問 9月 17日(木) 会長·幹事懇談会17：15～18：15 

例 会   18：30～19：30 

本館 3F葵の間 

本館 3F舞子の間 
 
幹事報告 

 回覧物 「学校報 国際（神戸国際大学附属高等学校）」 

 

① 次週 9月 3日(木)は、今田ガバナー補佐をお迎えしてのクラブアッセンブリーを例会 

プログラムとして開催致します。例会時間が 15分延長となります。当日、委員長が欠席の

場合は必ず代理の方のご出席をお願い致します。 

② 令和 2年 7月豪雨災害支援として、ガバナー事務所へ 42,000 円送金致しました。ご協力 

ありがとうございました。 

③ ・・・特殊切手「日本のロータリー100 周年」の発行について・・・ 

 発 行 日：2020年 9月 18日(金) 

 種 類：84円郵便切手 

 売 価：1シート 840円 

 販売場所：全国の郵便局または「郵便局のネットショップ」 

※特印(特殊通信日付印)について等、詳細は事務局まで。 

 

 

本日の MENU 和 食 

本日の BGM 「少年時代」「浜辺の歌」 他 

 



先週の幹事報告追加分 

① 本日より、例会場レイアウトを教室方式から皆さんの顔を見ながらお食事ができるような

形に変更しました。 

② ガバナー月信 8月号を配付しています。 
 
８月２０日(木) 例 会 報 告                             

◆ゲ ス ト 平田 晃さん(三木谷会員ゲスト) 

 米山奨学生 ノリマルナ エリアニ グラティア アライニさん 

◆欠 席 者 木下君·森田君·安井君·吉川君 

◆メークアップ 由良君(北海道 2500ロータリーEクラブ)8/19 

◆出 席 率  会員数２５（１７）名 出席者２１／２３名 出席率 91.30％ 

 出席率(メークアップ含まず)86.96％ 7/30補正 95.65％ 8/6補正 95.45％ 

 7月平均出席率 93.38％ 

会長報告 

先週はお盆休みということで 2週間ぶりの例会ですが、今年のお盆休みはいかがでしたで 

しょうか。コロナの影響もあって旅行等自粛された方も多かったことと思います。私自身 

今年のお盆休みは、遠出することなくのんびりと過ごさせていただきました。 

さて先週 12日は垂水プロバスクラブの例会が行われ、私と鷲尾幹事で出席して参りました。 

プロバスの皆様から今年度もよろしくお願いしますとのことでした。ただ丁度この日、東灘 

警察署から私の勤務する学院本部に電話が入り、19日の午後 2時に神戸大学とついでに神戸 

国際大学を爆破するとの爆破予告の書き込みがあったということで急遽緊急会議が行われ、 

昨日は大学も高校も臨時休校となりました。 

お蔭様で結局何事もなく良かったのですが、最近はこうした愉快犯的な書き込みやＳＮＳでの 

誹謗中傷等、よくニュースで報じられるようになりました。 

私の学校でも新入生ガイダンスの時に、ネットやメールの書き込みに注意するいわゆる 

ネチケットの指導をしておりますが、それでも生徒同士ラインのやり取りでトラブルが発生 

することもございます。 

学校の生徒だけでなく最近は大の大人といいますか、有名芸能人や政治家までが不注意な 

書き込みをして炎上したといった報道もよく耳にいたします。 

「口は禍の元」と古より言われておりますが、こういう諺があるということは、パソコンも 

メールも無かった遥か昔の時代から、多くの人達が心無い言葉を言ったがために家族や友人を 

傷つけてしまったという苦い経験があったのでしょう。 

私たちは神様から一つの口を与えられています。その口から発せられる言葉によって人を 

慰めたり励ましたりすることもあれば、逆にその同じ口から容易に人の心を傷つけたり 

悲しませたりもするのです。私たちロータリアンにあっては、常に前者の人を励ます言葉を 

語り続けたいものです。 

「数えきれないほど、悔しい思いをしてきたけれどその度にお袋の『我慢しなさい』って言葉 

を思い浮かべて、なんとか笑ってきたんです」これは有名な漫画家手塚治虫さんの名言ですが、 

本日は超有名人のご子息をお育てになられた三木谷会員にお話頂く予定です。今話題の藤井 

棋聖にしろ、大リーグで活躍中の大谷翔平選手にしろ、社会で立派に活躍されている方々の 

ご両親、とくにお母様がどのようにして子供を育ててこられたのか、とても興味があります。 

私は悪態をついて毎日のように妻や娘から怒られておりますが、きっと穏やかな眼差しで 

お子様の成長を見守り、いつも優しい言葉を口にされてきたことでしょう。自己反省を込めて 

本日の卓話をしっかり聴こうと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

最後に恒例の一句。「我が口よ 常に語れよ 我が友に 癒し励ます 優しきことば」 

 

米山奨学生 エリーさん(ノリマルナ エリアニ グラティア アライニ) 

皆さんお久しぶりです。こんにちは。お世話になっております。今月は学校で課題提出や発表

で忙しくなってきましたが、来週で全部の課題が終わるので最後まで頑張りたいと思います。

今年の夏は特に暑いので、皆さんも熱中症にならないように祈っています。ありがとうござい

ます。よろしくお願いします。 



澤村会員 

 国際大会参加のお世話をさせて頂いております立場から、2021年台北国際大会の地区旅行の 

ご案内です。地区で 200名分の予約を確保しておられ、申込〆切が 8月末となっております。

現在、参加予定者は私と私の家内、八代会員ご夫妻、藤本会員の 5名です。来週の水曜日に 

私から地区の方へ参加申し込みを提出します。参加したいという方はまだ十分間に合いますの

で私の携帯の方へご連絡下さい。 

 

☆米山奨学生のノリマルナ エリアニ グラティア アライニさんに奨学金とロータリーの友、

基隆東 R.C.から寄贈頂きましたマスクをお渡ししました。 

 

ニ コ ニ コ 箱（本日合計９，０００円／累計１３８，０００円） 

 近平君(三木谷様、今日はありがとうございます。大変楽しみにしています。よろしくお願いし

ます)、澤村君(三木谷会員、本日の卓話楽しみです。私のおふくろと全く名前も漢字も一緒で

親しみを強く感じます)、八代君(三木谷会員、本日はよろしくお願いします！) 

 

エンジョイＢＯＸ(本日合計５，０００円／累計３３，０００円) 

 磯田君(三木谷さん、今日のお話楽しみにしています)、澤村君(みなさんファイト一発笑顔で)、

八代君(やっぱり皆さんのお顔を見ながらの食事は美味しいですね!!) 

 

☆他クラブよりのお知らせ 

 休 会 

  9月 8日(火) 神戸東 R.C. (コロナ対策追加休会) 

  9月 22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）  

  9月 23日(水) 神戸須磨 R.C. （定款により） 

 

会合開催報告 

 ・垂水プロバスクラブ例会 8月 12日(水)12：00～14：00 於:舞子ビラ 

  出席者:会長·幹事 

 

9月プログラム予告(予定) 

 10 日 ～2020 年下期開運に向けて～「Go To トラベルキャンペーン！吉方位に行きませんか！」 

     神戸国際占術協会 理事長 峯山清州氏 

 17日 「ガバナー公式訪問」 R.I.2680地区 ガバナー 髙瀬英夫氏 

 24日 「警察よもやま話」 古河逞箭氏 

 

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 
 

8月 28日

（金） 
12:30 神戸西 *1 

人生 100年時代に備える、資産形成のルール 

アクサ生命保険株式会社 神戸 BP営業部長 高慶勝太氏 

8月 31日 

(月) 

12:30 神戸東灘 *3 未 定                 横田勝年会員 

18:00 神戸南 *4 未 定 

9月 1日 

（火） 

12:30 神戸東 *1 最近の立法及び司法書士業務   司法書士 吉田 博氏 

12:30 神戸ベイ *3 会員卓話                岩瀬哲正会員 

18:30 神戸六甲 *2 会員卓話                澤井靖人会員 

18:30 神戸中 *1 会員卓話                内波憲一会員 

12:30 明石北 *5 ノーベル賞と身の回りの医療       岡田芳男会員 



9月 2日 

（水） 

12:30 神戸須磨 *7 ラオスのお話              林 浩嗣会員 

12:30 明石 *6 ユニバーサルスタジオジャパンの集客戦略 ユー·エス·ジェイ 金澤 亮氏  

9月 3日 

(木) 

7：00 神戸モーニング *9 ロータリー入会前からの経緯   湊恭太郎会長エレクト 

12:30 神戸 *4 趣味…子育て              浅木幸三会員 

12:30 神戸西神 *8 リハビリについて            香川真二会員 

18:00 明石東 * 会員卓話           小川英紀·日置晴喜各会員 
 
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   

＜地区からのお知らせ＞ 

・米山カウンセラーミーティング・米山記念奨学生ミーティング 

 日  時：2020年 9月 6日(日) カウンセラーミーティング 受付 13：40 14：00～16：00 

    米山記念奨学生ミーティング 受付 16：30 17：00～18：00 

 場  所：Zoomによる Webミーティング 

  ※インターネットに接続されているカメラ・マイク付パソコンをご準備ください 

出席者：永田カウンセラー·米山記念奨学生エリーさん 

 ※当日は去る 5月 16日（土）に実施しましたオリエンテーションの際に使用した 

「カウンセラーハンドブック」をご用意下さい。 

 

・第 2 回 神戸第 2 グループ 会長·幹事会 

日 時：2020年 9月 19日(土)会 議 18：00～18：30(Zoom出席可) 

     懇親会 18：30～20：00 

場 所：神戸西神オリエンタルホテル 4階 

懇親会費：10,000円 

出 席 者：八代会長·鷲尾幹事 

 

・2020-2021 年度 インターアクトクラブ 会長・幹事会 

＜阪神・淡路・神戸ブロック＞ 

日 時：2020年 11月 23日(月·祝) 開催場所：神戸(詳細未定) 

※今後の COVID-19感染拡大状況によっては延期、中止等、予定が変更となる場合が 

ございます。 

出席者： 神戸国際大学附属高等学校 I.A.C. 生徒 4名·澤江先生 

 神戸垂水 R.C. 八代会長·鷲尾幹事·新井青少年奉仕委員長 

 

 


