
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１０月 １日(木)第１２回(通算２１６８号) 

  

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

本年度第１２回〔１０月 １日(木)〕      本年度第１３回〔１０月１５日(木)〕 

プログラム   プログラム 

 「世 界 の 不 思 議 さ」  「絶滅危惧種の『労務屋』のあれこれ」 

 米山記念奨学生    川 崎 重 工 株 式 会 社 

ノリマルナ エリアニ グラティア アライニさん 顧 問 成 松 郁 廣 氏 

    

 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 2番」 

  

   

 

 
 
 

10月誕生祝 河合君 23日 

 

10月結婚祝 乾君 19日 

 

会合予告  

定例理事会④ 10月 1日(木) 例会終了後 例会場 

ゴルフ同好会コンペ 11月 3日(火·祝) 10：15スタート予定 垂水ゴルフ倶楽部 

 

幹事報告  

 配付物 「ガバナー月信 10月号」「ロータリーの友 10月号」「神戸垂水 R.C.定款・細則」 

 回覧物 「ROTARY 10月号」「コーディネーターNEWS 2020年 10月号」 

「米山梅吉記念館 館報 Vol.36」 

 

① 次週 10月 8日(木)は定款により休会です。それにともない次週の事務局出勤日は 10月 

5日(月)のみとなります。 

② ガバナー事務所のテレワーク体制につきましてご案内を頂きました。新型コロナウイルス

感染拡大リスクを防ぐため、ガバナー事務所は 9月 3日(木)より、出勤チームと 

テレワークチーム併用で業務を行っておりましたが、10月 1 日(木)よりテレワークを 

解除し、通常勤務を再開されました。 

 

本日の MENU 鰤カマと豆腐の揚げ煮·お造り二種盛り·豚とゼンマイの胡麻和え 他 

本日の BGM  「You raise me up」「いのちの歌」他 

 



③ ・・・地区補助金プロジェクト見学訪問のご案内(詳細及び参加希望は事務局まで)・・・ 

 ＜川西猪名川 R.C.＞ 

 日 時： 2020年 10月 25日(日)9：30～13：00 

  場 所： 川西市弓道場 

 プロジェクト名： 川西猪名川ロータリークラブ杯争奪青少年弓道大会 

※コロナ禍での実施と会場の都合のため、人数制限 10名程度。メークアップ可。 

 

先週の幹事報告追加分 

 先日配付致しました「神戸垂水 R.C.細則改訂案」に訂正がございましたので差し替え分を配付 

しております。本日例会終了後、細則改訂案についての臨時総会を行います。よろしくお願い

致します。 

 

９月２４日(木) 例 会 報 告                             

◆ゲ ス ト 古河逞箭氏(ゲストスピーカー)、高野奈美恵さん·柳 有香さん(磯田会員ゲスト) 

◆欠 席 者 安井君·吉川君·由良君 

◆メークアップ 鷲尾君·八代君(神戸第 2G会長幹事会)9/19 

◆出 席 者  会員数２４（１７）名 出席者２１名 

 

会長報告 

 先週はガバナー公式訪問ということで高瀬ガバナーにお越し頂き、無事に終えることが 

できました。ホッとするとともに会員・事務局の皆様に感謝申し上げます。またその 2日後、

先週の土曜日は神戸第 2グループの会長・幹事会が西神オリエンタルホテルで行われ、鷲尾 

幹事と私とで参加してきました。今田ガバナー補佐の進行で会食を挟んで約 2時間の会合 

でしたが、今田ガバナー補佐のロータリーに対する熱い思いと、それぞれのクラブがコロナ禍

にあっても色々工夫され頑張っておられることを知って実に励まされました。 

さて皆さんのお手元に日本ロータリー100周年の記念切手があると思いますが、私からの日頃の

感謝の気持ちです。ご笑納下されば幸いです。 

本日例会終了後、神戸垂水 R.C.細則変更の臨時総会を開催しますので、会員の皆様はお残り 

下さい。 

さて、本日は「警察よもやま話」と題して古河逞箭（たくや）様にお越し頂き、卓話をして 

頂く予定です。古河様、ようこそ神戸垂水ロータリークラブにお越し下さいました。本日の 

卓話、どうぞよろしくお願い致します。また磯田会員のゲストとして高野様と磯田会員の 

お嬢様でらっしゃる柳様がお越し下さいました。どうぞ最後までお楽しみ下さいませ。 

私事で恐縮ですが、一昨日から始まりました関西テレビの「ダイバー」というドラマ、舞台は

神戸だそうですが、何と来週の第 2 話に私が勤務しております大学のキャンパスが登場します。

丁度緊急事態宣言が出されて全学休校の時にテレビドラマの撮影がキャンパス内であったの 

ですが、まさかあんなカッコいいドラマになるとは思ってもみませんでした。来週火曜日午後 

9時から、私はもちろん出演しませんが大学キャンパスが映りますので、よろしければ是非ご覧

下さいませ。 

本日お話くださる古河様も警察署をご退官なさった後、兵庫県警で初めて大学教授として教鞭

をお取りになられたと伺っています。私の職場には毎年兵庫県警から頂くカレンダーをかけて

おりますが、その毎月のポスターを拝見しながら、菅新総理大臣が「国民のために働く内閣」

とおっしゃっていたように、市民・県民の安全な生活のためにお盆やお正月に関係なく日夜 

働かれている警官の姿に、自然と頭の垂れる思いがします。大学で先生の講義を聞かれた学生

たちも、市民に仕える働きってとても大切で尊いものなんだなと、警察官を志願した学生も 

多かったのではないでしょうか。 

私も現在、垂水署のお手伝いをさせて頂いておりますが、一番最初はお亡くなりになった 

濱崎さんが、垂水警察友の会の会長になられた時にお誘い頂いて会員になりました。すると 

その後垂水防犯協会の会員にもなってくれ、垂水交通安全協会の会員にもなってくれ、最近 



では暴力団追放兵庫県民センターの賛助会員になってくれと次から次へとお願いされ、正直 

なんちゅう組織やと少し思いましたが、それでも断れない性分の私は可能な限りそれぞれの 

会合等に出席させて頂き、そこで出会う警察官の方々も本当に一生懸命で常に頭が下がります。

社会が益々複雑になってきてどんどんグローバル化する中で、犯罪も多様化していますが、 

そんな中にあってなお警察官の皆様は私たちが熟睡している真夜中でも市民のため、県民の 

ためにお働き下さっています。そうした警察官の日々のお働きに感謝して、一句詠みたく 

思います。「雨の日も 休みの日にも 見るバッチ 心の中で いつも有難う」 

 

ニ コ ニ コ 箱（本日合計１５，０００円／累計２３８，０００円） 

 近平君(磯田会員ありがとうございます。今日は楽しみにしています。切手ありがとうござい 

ます)、藤田君·木下君·中塚君·澤村君·善國君(八代会長、日本のロータリー100周年記念切手 

ありがとうございました)、八代君(古河様、ようこそ神戸垂水 R.C.にお越し下さいました。 

本日の卓話よろしくお願い致します) 

   9月ニコニコ箱合計９２，０００円 

 

エンジョイＢＯＸ(本日合計５，０００円／累計５９，０００円) 

 磯田君(古河さん、今日のお話楽しみにしています)、八代君(国際野球部が秋の県大会でベスト

8になりました。あと 2つ勝てば近畿大会出場です。応援よろしくお願いします！) 

     9月エンジョイ BOX合計１４，０００円 

 

会合開催報告 

 ・神戸第 2G  9 月 19日(土)18：00～20：00 於:神戸西神オリエンタルホテル 

  会長·幹事会 出席者:会長·幹事     

・臨 時 総 会 ②  9 月 24日(木)例会終了後 於:例会場 出席者:21名 

    神戸垂水 R.C.細則改訂案を承認する件 

 

10月プログラム予告(予定) 

 8日  休 会(定款により) 

 15日 「絶滅危惧種『労務屋』のあれこれ」 川崎重工業株式会社 顧問 成松郁廣氏 

 22日 「未 定」 大森亮尚氏 

 29日 「未 定」 大本山須磨寺 副住職 小池陽人氏 

 

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 
 

10月 2日

（金） 
12:30 神戸西 *1 最新のコロナ情報            芦名謙介会員 

10月 5日 

(月) 

12:30 神戸東灘 *3 →1日(木)18：30～ 於:オーシャンプレイスへ移動 観月家族例会の為  

18:00 神戸南 *4 会長スピーチ              清水泰人会長 

10月 6日 

（火） 

12:30 神戸東 *1 ビヨンド·トゥモローにかける思い 元高知県知事 橋本大二郎氏  

12:30 神戸ベイ *3 会員卓話                前田靖文会員 

18:30 神戸六甲 *2 創立 33周年記念例会 

18:30 神戸中 *1 米山月間に因んで      米山奨学生 劉 永恩さん 

12:30 明石北 *5 米山奨学会豆知識            石原隆志会員 

10月 7日 

（水） 

12:30 神戸須磨 *7 米山奨学生卓話～近況報告  米山奨学生 洪 性舜さん 

12:30 明石 *6 自粛しない！コロナ禍のまちづくり 明石青年会議所理事長 向井大輔氏  



10月 8日 

(木) 

7：00 神戸モーニング *9 
私たちが今、やろうとしていること！！〜資金シフトへの挑戦〜 

       野村證券株式会社 神戸支店長 澤田正宏氏 

12:30 神戸 *4 ジョの奇妙な冒険～続編～    米山奨学生 徐翌さん 

12:30 神戸西神 *8 車の安全性能について          石川 準会員 

18:00 明石東 * 会員卓話          三木基司·福永博一各会員 

10月 9日

（金） 
12:30 神戸西 *1 米山月間に因んで         植田米山奨学委員長 

10月 12日 

(月) 

12:30 神戸東灘 *3 米山月間    米山奨学生 オリ,ケワル プラサッド 

18:00 神戸南 *4 
オンラインで伝わる話しかた～映像制作経験有のアナウンサー直伝～ 

表情筋トレーニングトレーナー·スマイル&ボイスコンサルタント 浅井ちかこさん  

10月 13日 

（火） 

12:30 神戸東 *1 休 会(コロナ対策追加休会) 

12:30 神戸ベイ *3 米山奨学生卓話          ボルフヨハンナさん 

18:30 神戸六甲 *2 米山奨学生卓話       グェン ティ トウィ ハーさん 

18:30 神戸中 *1 「YSC」70年の歩み           寄神正文会員 

12:30 明石北 *5 →18：00～ 於:ZAZAZA大蔵へ移動 月見例会の為 

10月 14日 

（水） 

12:30 神戸須磨 *7 外国から来た食べ物について       熊見一郎会員 

12:30 明石 *6 休 会(定款により) 

10月 15日 

(木) 

7：00 神戸モーニング *9 未 定 

12:30 神戸 *4 未 定                 松井 晶会員 

12:30 神戸西神 *8 ウクレレってこんな楽器です      石津英一郎会員 

18:00 明石東 * 会員卓話         西大條公一·樋口典明各会員 
 
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＞ 
 

・ロータリー財団セミナー 

 日 時：2020年 10 月 31日(土)13：30～16：30 

 場 所：神戸ポートピアホテル本館地下１階 偕楽の間 

 会場出席者：ロータリー財団委員長、会長エレクト(会長)のうち各クラブ 1名 

      リアルタイム配信の受講者については、制限はありません。 

 内 容：「ためになる財団の話」 

   第 1部 R財団について(予定)  第 2部 R財団奨学生の体験談(予定) 

   第 3部 グローバル補助金改正点の説明とグローバル補助金(VTT)の紹介(予定) 

 出 席 者：善國ロータリー財団委員長 

 

・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 

 


