
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２２日(木)第１４回(通算２１７０号) 

  

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

本年度第１４回〔１０月２２日(木)〕      本年度第１５回〔１０月２９日(木)〕 

プログラム   プログラム 

 「伝染病の歴史と伝説」  「未 定」 

 古代民俗研究所   大本山須磨寺 

 大 森 亮 尚 氏   副住職 小 池 陽 人 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 

「線路は続くよどこまでも」  「故郷の人々」 

  

   

 

 
 
 

会合予告  

ゴルフ同好会コンペ 11月 3日(火·祝) コンペ 9：45集合 

懇親会 18：15集合 

垂水ゴルフ倶楽部 

増田屋本店 

創立記念音楽家族例会 11月 12日(木) 18：30～20：30 本館 3F舞子の間 

 

幹事報告 

 回覧物 「コーディネーターNEWS 2020年 11月号」 

 

① ・・・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)・・・ 

 ＜柏原 R.C.＞ 

 日 時： 2020年 12月 5日(土)11：00～14：00(10：30～受付) 

  場 所： 児童養護施設 睦の家(むつみのいえ) 

 プロジェクト名： 児童養護施設で暮らす子供達とのピザ窯作りと交流支援 

※参加費 1,000 円。コロナ禍での実施と会場の都合のため登録先着 10 名。メークアップ可。 

 

先週の幹事報告追加分 

 例会食事のサンドイッチ・ハンバーガー等が食べにくいという話を伺っております。本日分 

には間に合いませんでしたが、次週から和食を中心にしたメニューをお願いしております。 

 

 

本日の MENU 豚角煮·野菜焚き合せ·白和え·牛時雨·蕗胡麻味噌和え·鯵一夜干し·茶碗蒸し 他 

本日の BGM 「赤とんぼ」「夕やけ」他 

 



１０月１５日(木) 例 会 報 告                             

◆ゲ ス ト 川崎重工業株式会社 顧問 成松郁廣氏(ゲストスピーカー)、 

 木村繁宏氏(磯田会員ゲスト) 

◆欠 席 者 近平君·小林君·鴇田君·安井君·吉川君·由良君 

◆出 席 者  会員数２４（１７）名 出席者１８名 

 

会長報告 

 皆さんこんばんは！2週間ぶりの例会となりました。 

本日はゲストスピーカーとして川崎重工株式会社顧問の成松郁廣様にお越し頂き、誠に 

ありがとうございます。成松様、本日の卓話どうぞよろしくお願い致します。また木村様、 

神戸垂水ロータリークラブにようこそお越し下さいました。ありがとうございます。 

さて明日 10月 16日は何の日かご存知でしょうか！？ 実は私も今朝の学年礼拝で宗教主事の

話を聞くまで知らなかったのですが、明日 10月 16日は「世界食糧デー」”World Food Day”

という国際的に定められた食糧について考える日だそうです。 

戦争が終わった 1945年 10月 16日に、“Food and Agriculture Organization of the United 

Nations”(FAO；国連食糧農業機関)が設立され、世界中の食糧問題に対する取り組みや農業 

振興のための働きが続けられているそうです。そして 1981年、この組織が誕生した 10月 16日

を記念して「世界食糧デー」として制定されました。 

この FAOのホームページを見ますと、この組織の設立目的として次のように記されています。

「すべての人々が栄養ある安全な食べ物を手にいれ健康的な生活を送ることができる世界を 

目指しています。このため、FAOでは①飢餓、食料不安及び栄養失調の撲滅、②貧困の削減と 

全ての人々の経済・社会発展、③現在及び将来の世代の利益のための天然資源の持続的管理と

利用、を主要な 3つのゴールと定めています。」と、具体的な目標を掲げています。 

これを読んで、私はすぐにロータリーの目標と似ているなと感じました。 

今、教育現場でも流行っておりますが、2015年 9月に開催された国連サミットで、国連加盟 

193ヵ国が採択した 2030年までに達成を目指す「持続可能な開発目標」”Sustainable 

Development Goals”(SDGｓ；エス・ディー・ジーズ)ですが、その目標の中にも「飢餓と 

あらゆる形態の栄養不良の解消、そして食料安全保障の達成」が掲げられています。 

今この国では年間 1,700万トンもの食料を廃棄処分しており、しかもコンビニやスーパーや 

家庭ごみ等からまだ食べることができるのに捨ててしまう、いわゆる食品ロスが年間 800万 

トンもあるそうです。 

一方で食べることができずに餓死してしまう 5歳以下の子供たちが、世界中で年間 660万人も

いるそうです。毎日 1万 8千人、5秒に 1人の子供が今もなお世界のどこかで餓死しています。

逆に日本を含めたお金持ちの国々では、7秒に 1人の大人が栄養過多による成人病で亡くなって

います。 

私はキリスト教の家庭で生まれ育ったので知りませんでしたが、中学生の時のある日の昼休み、

クラスの友達と弁当を食べ終えて弁当箱を仕舞おうとしたら、一緒に食べていたその友達から

言われました。「八代、米一粒の中にも仏さんが宿ってるんやから、ちゃんと最後の一粒まで

食べなあかんで」 

それを聞いた私は「えー、そうなんや」と反省しながらおもいっきり米粒が張り付いた弁当箱

をもう一度開けて、最後の一粒まで食べました。その友達だけでなく当時の私の同級生は、 

どこのご家庭でもこのように食べ物を粗末にしない教育というか躾をされてきたのでしょう。

それ以来食事は残さず食べるようになり今でもその友達には感謝しておりますが、おかげで 

お腹はこうなりました。 

一人の日本人がその生涯で一体どれぐらい牛肉を食べているのか、一度生徒に話をするために

計算したことがあります。私の計算では一人平均 500キロ、つまり丸々一頭分の牛をその生涯

で食べている結果になりました。豚肉なら 5頭分ぐらいでしょうか。鶏肉なら 500羽以上、 

魚に至っては一生涯で何千匹と食べているかも知れません。 

それだけに今私たちが生かされているのは、たくさんの命のおかげなんだということを感謝 



して、「いただきます」の精神をこれからも大切にしたいなと思っています。そのような願い

を込めて一句作ってみました。 

「お母さん 今日もごはんを ありがとう どうぞおあがり 尊い命」 

来週は秋田出張でどうしても休まなくてはなりませんが、どうぞご容赦下さいませ。田中 

副会長、鷲尾幹事、来週はよろしくお願い致します。 

 

新井会員 

 先日、森田会員が亡くなられまして、10月 18日に四十九日を迎えられます。三十五日の日に 

 神戸垂水 R.C.からということでお花を届けてまいりました。お嬢様より、また改めてご挨拶に

来られるそうですが、くれぐれも皆様によろしくお伝え下さいとの事でした 

 

親睦活動委員会 

 週報にも掲載されておりますが、11月 12日(木)に創立記念音楽家族例会を行います。出欠を 

回覧しています。奮ってご参加下さい。よろしくお願い致します。 

 

ゴルフ同好会 

 11月 3日(火·祝)、コンペを開催致します。当日、18：15より増田屋さんにて表彰式を兼ねて

の懇親会を行いますのでぜひご出席頂きたいと思います。出欠を回覧しています。ゴルフを 

されない方も懇親会のみのご参加大歓迎です。また、12月 6日(日)に忘年杯も同じような形で

開催したいと思います。こちらもよろしくお願い致します。 

 

ニ コ ニ コ 箱（本日合計２４，０００円／累計２７０，０００円） 

 近平君(藤本さん、先日はありがとうございました)、田中君(木下さん、小坂さん、助けて頂き

ありがとうございました。お蔭様で命拾いしました)、田中会員夫人 田中紀代子さん(木下 

さん、小坂さん、お世話になりありがとうございました)、八代君(成松様、本日はようこそ 

神戸垂水 R.C.にお越し頂きありがとうございました。本日の卓話よろしくお願い致します)、 

 

エンジョイＢＯＸ（本日合計８，０００円／累計７０，０００円) 

 近平君(本日はゲストスピーカーの成松様、ようこそお越し下さいました。磯田さん、お世話に

なりありがとうございます)、磯田君(成松さん、本日はお話楽しみにしています)、八代君 

(本校野球部が秋の県大会で優勝しました！来週日曜日近畿大会の初戦で近江高校と対戦します。

皆さんのパワーを送って下さい！！)、善國君(先日垂水ゴルフ倶楽部の開場 100周年記念日杯

に飛賞を頂きました) 

 

☆他クラブよりのお知らせ 

 例会変更 

  神戸西 R.C. 11月 27日(金)を 24日(火)に変更 神戸中 R.C.との合同例会の為 

 

 休 会 

  11月 2日(月) 神戸南 R.C. (定款により) 

11月 3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） 

  11月 4日(水)  明石 R.C. (定款により) 

  11月 5日(木) 神戸 R.C. (定款により) 

  11月 23日(月) 神戸東灘 R.C. 神戸南 R.C.（祝日の為） 

  11月 25日(水) 明石 R.C. (定款により) 

 

 

 

 



11月プログラム予告(予定) 

  5日 「ロータリー財団月間に因んで」 ロータリー財団委員会 委員長 善國高豊 

 12日 「創立記念音楽家族例会」  

 19日 「神戸国際大学附属高等学校 I.A.C. 活動報告」 

 26日 「未 定」 医療法人 坂井瑠実クリニック 理事長 坂井瑠実先生 

 

 

 

 

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 23日

（金） 
12:30 神戸西 *1 蒙古襲来                笹倉宣也会員 

10月 26日 

(月) 

12:30 神戸東灘 *3 未 定 

18:00 神戸南 *4 未 定                 乾 正博会員 

10月 27日 

（火） 

12:30 神戸東 *1 未 定         プロ野球元コーチ 佐藤義則氏 

12:30 神戸ベイ *3 ガバナー公式訪問 国際ロータリー第 2680地区 2020-21年度ガバナー 髙瀬英夫氏 

18:30 神戸六甲 *2 フリートーク 

18:30 神戸中 *1 髙瀬英夫ガバナー公式訪問 

12:30 明石北 *5 明石西国 33ヵ所めぐり         山口芳典会員 

10月 28日 

（水） 

12:30 神戸須磨 *7 『礎』                 近藤利広会員 

12:30 明石 *6 →24日(土)17：30～19：00に変更 創立 70周年記念例会 

10月 29日 

(木) 

7：00 神戸モーニング *9 休 会 

12:30 神戸 *4 私の Recipe(案)            南 嘉邦会員 

12:30 神戸西神 *8 会員卓話                山下展成会員 

18:00 明石東 * 友愛の日·会員卓話      伊藤明彦·薮田亘康各会員 
 
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 

 

 

 

 



・職業奉仕・職業倫理セミナー 

 日   時：2020年 11月 14日(土)13：00～16：30 

 場   所：神戸ポートピアホテル南館地下１階 トパーズ 

 会場出席者：職業奉仕委員長（委員）はじめ会長エレクトなどから各クラブ 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） 

 セミナー内容：第一部 講演「ロータリーの正統『日本の職業奉仕』」 

     講師 小林聰一郎氏（甲府北 RC・第 2620 地区ガバナーエレクト） 

    「ロータリーの友」2020年 1月号に小林氏の論稿が掲載された 

       私の職業奉仕考 100年をかけて育んできた「日本の職業奉仕」 

   第二部 座談会「小林聰一郎氏を囲む」(予定) 
 
・クラブ管理運営セミナー 

 日   時：2020年 11月 21日(土)14：00～16：00 

 場   所：神戸ポートピアホテル本館地下 1階 偕楽の間 

 セミナー内容： 第 1部 より良いクラブ管理運営についての考察 

   第 2部 Covid-19禍におけるクラブ戦略計画の立て方 

   第 3部 Covid-19感染状況の報告 

   第 4部 クラブ管理運営委員会・OM推進小委員会からの提案 

 出 席 者：小林会長エレクト 
 
・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) 12：30集合 13：00～17：00 開催場所：寿楼 臨水亭 

※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 
 
・2 0 2 1 - 2 2 年 度  補 助 金 管 理 セ ミ ナ ー 

 日  時：2020年 12月 13日(日)13：30～16：50 

 場  所：神戸ポートピアホテル 本館地下１階 偕楽の間 

 出席要請：次期ガバナー補佐、会長エレクト 

   ＊会長エレクトが無理な場合は、クラブが指定する代表者 1名がご出席下さい。 

   ＊次年度補助金の申請を予定しているクラブにおきましては、当該申請実務を 

    担当する会員はオンラインにて出席できます。(任意) 

 持 ち 物： 「新版補助金申請・補助金管理マニュアル」 

＊マニュアルは事前にお目通しの上、セミナー当日にご持参下さい。 

 

 

  

 


