
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１２月１７日(木)第２２回(通算２１７８号) 

  

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

本年度第２２回〔１２月１７日(木)〕      本年度第２３回〔１２月２０日(日)〕 

プログラム   プログラム 

 「求めよ さらば与えられん」 「年 末 家 族 例 会」 

 磯 田 弘 子 会 員   18：00受付開始 

      18：30～20：30 

 於:本館 2F 六甲の間   

     於:本館 2F 六甲の間 

シンギング   (12月 24日(木)の例会を 20日(日)に変更) 

「冬の星座」   

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会合予告  

定例理事会⑦ 1月 7日(木) 例会終了後 例会場 

神戸第 2 グループ I.M. 2月 13日(土) 開 会 15：00～17：00 

懇親会 17：30～19：00 

西神オリエンタルホテル 

4F 翔雲の間 

 

 

 

 

 

本日の MENU 海老の甘辛炒め·神戸ポークの黒胡椒炒め·飲茶三種盛り·蕪となめこの卵スープ 他 

本日の BGM 「サンタが街にやってくる」「もろびとこぞりて」他 

 

２０２０－２０２１年度下半期会費納入のお願い 
 

幹 事 鷲尾太一 
 

金 額   下期会費        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。 



幹事報告  

 配付物 「ハイライトよねやま Vol.249」 

 

① 次回例会は 12 月 20 日(日)の年末家族例会です。時間は 18：30～20：30(18：00 受付開始)、 

会場は本館 2F六甲の間です。12月 24日(木)の例会が 20日(日)に変更となります。 

12月 31日(木)は定款により休会、新年初例会は 1月 7日(木)です。 

② 年末年始の事務局出勤日は 12月 21日(月)、1月 6日(水)·7日(木)となります。 

    

１２月１０日(木) 例 会 報 告                             

◆ゲ ス ト 大竹道哉氏(ゲストスピーカー)、松井育子さん(三木谷会員ゲスト) 

◆欠 席 者 河合君·小林君·鴇田君·山中君·安井君·吉川君·由良君 

◆メークアップ 澤村君(社会奉仕セミナー)·(会員維持増強セミナー)12/6、由良君(北海道 2500 

 ロータリーEクラブ)12/8 

◆出 席 者  会員数２４（１７）名 出席者１７名 

 

会長報告 

皆さんこんばんは！本日は三木谷会員のご紹介で大竹道哉様にお越し頂き、「音と人間」と 

いう非常に興味深いタイトルで卓話をしていただきます。大竹先生、本日はコロナ禍の大変な 

折にもかかわらず、快くお受け下さりまことにありがとうございます。 

また本日は、三木谷会員のお嬢様でらっしゃる松井育子様がゲストとしてお越し下さいました。 

いつもお母様に大変お世話になっております。ようこそ神戸垂水 R.C.にお越し下さいました。 

楽しい一時をご一緒くだされば幸いです。 

実は先日、お嬢様からこのシューマンの CDをプレゼントして頂きました。本当にありがとう 

ございます。この CDを頂いた翌朝、早速通勤の車の中で聴かせて頂きました。軽快な 

メロディーで朝の通勤に相応しい爽やかな気持ちで聞き入っておりましたが、だんだんと曲が 

早くなってきて気がつけば車のスピードも速くなっておりました。ちょっと話を盛ってしまい 

ましたが、後半のとても速いメロディーの曲を初めて聞いた時は、一体どうやったらこんなに 

早く指が動くのかなとあまりの速さに圧倒されました。とてもビックリしたので、一体どなた 

が弾いてるのかなとこのケースを見ました。 

「へ～、大竹道哉さんて方が弾いてるんだ」とお名前を覚えた次第です。 

そして先週の例会で、来週の例会はどなたが卓話して下さるのかなと週報を見ましたら、

「『音と人間』大竹道哉氏、ふ～ん…アレッ？ＣＤの人やん！」とこれまたビックリした次第

です。そんなこともあって、本日の卓話を本当に楽しみにしておりました。大竹先生、どうぞ

よろしくお願いいたします♪ 

音楽家族例会の時にも申し上げましたが、いつの時代も音楽は人々を励まし、時には慰め、 

また勇気と元気をたっぷり注いでくれます。新型コロナの緊急事態宣言が出された時、私が 

勤務する学校も約 3か月休校状態が続きましたがそんな中、本校生徒たちを一番励まして 

くれたのも音楽でした。音楽のみならず古より人類は小川のせせらぎに心洗われ、小鳥の 

さえずりに春の訪れを喜び、轟く雷鳴に全身が緊張するといったように、自然の音に対する 

豊かな感性が備わっています。私もだんだん寒くなってきているというのに、未だに耳の奥で 

セミが鳴いています。これは単なる飲み過ぎによる耳鳴りだと思うのですが、セミの鳴き声も

また暑い夏の季節を大いに盛り上げてくれます。 

これからも素敵な音楽や音を耳にし、きれいな風景や夜空を目にし、そして爽やかな草花や 

自然の香りを鼻の奥に吸いこんで、人々を励ます優しい言葉を口にしたいものです。 

そのような願いを込めて？恒例の一句、作ってみました。 

「出張で 秋田に行った 帰りの日 イヤホンガンガン 飛行機出てた」 

先日、イヤホンを着けてガンガンに音楽を聴いていて、私の名前を必死で呼び続ける場内 

アナウンスが全く聞こえず、飛行機に乗り遅れてしまった何ともアホな会長でした(>,<)33 

 



☆永田会員に「国際ロータリー第 2680地区 公益財団法人ロータリー米山記念奨学生 2021学年度 

 選考面接官」の委嘱状をお渡ししました。  

 

ニ コ ニ コ 箱（本日合計４，０００円／累計５１８，０００円） 

 木下君(澤村さん、日曜日お疲れ様でした)、八代君(大竹様、ようこそ神戸垂水 R.C.にお越し 

下さり、ありがとうございます。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３，０００円／累計８８，０００円) 

 八代君(昨日、大学クリスマス礼拝が行われましたが、クリスマス·キャロルはオルガンの伴奏

だけで歌えませんでした。悲しい～!!) 
 

11月 12日の例会補助 ４４，０１７円出金  残 ４３，９８３円 

 

☆他クラブよりのお知らせ 

 神戸南 R.C. 12月 21日(月) 忘年家族例会→忘年例会に変更(メークアップ受入れなし) 

    感染拡大状況等を考慮し、家族の招待や内容の一部取りやめの為 

  

例会変更 

  神戸西神 R.C. 1月 7日(木) 於:生田神社に変更 新年例会の為 

 

 休  会（定款及び祝日の為） 

  1月 1日(金)  神戸西 R.C. 

  1月 4日(月)  神戸東灘 R.C. 神戸南 R.C. 

  1月 5日(火)  神戸六甲 R.C. 明石北 R.C. 

  1月 6日(水)  神戸須磨 R.C. 

  1月 7日(木)  神戸 R.C. 明石東 R.C. 

  1月 11日(月) 神戸東灘 R.C. 神戸南 R.C. 

 

会合開催報告 

 ・忘年ゴルフコンペ 12月 6日(日)9：00集合 於:垂水ゴルフ俱楽部  

  出席者:会員 8名·家族他 3名 

 ・忘 年 会  12月 6日(日)18：30～20：30 於:深記 出席者:会員 8名·家族他 7名 

 ・エレクト理事会① 12月 10日(木)例会終了後 於:例会場 出席者:8名 

 

1月プログラム予告(予定) 

  7日 「会長·幹事·クラブ管理運営委員長 年頭挨拶」 

会長 八代 智·幹事 鷲尾太一·クラブ管理運営委員長 田中 彰 

 14日 「年男放談」 小林秀一会員 

 21日 「未 定」  

 28日 「未 定」 株式会社 神戸酒心館 代表取締役社長 安福武之助氏 

 

 

近隣クラブ例会プログラム 

※12月 25日(金)～1月 4日(月)まで、各クラブ休会です。 

月日 時間 クラブ名/会場 プログラム 

12月 18日

（金） 
12:30 神戸西 *1 レディーストーク  武田·斎藤·八十島·庄田·井本各会員 

12月 21日 

(月) 

12:30 神戸東灘 *3 →19 日(土)18：00～に変更 忘年例会の為 

18:00 神戸南 *4 忘年例会(メークアップの受け入れありません) 



12月 22日 

（火） 

12:30 神戸東 *1 
2019年ラグビー・ワールドカップを 振り返って 

元ラグビー日本代表 高知県観光特使 大八木淳史氏 

12:30 神戸ベイ *3 →於:ラ·スイート神戸オーシャンズガーデンに変更 クリスマス·忘年例会の為 

18:30 神戸六甲 *2 クリスマス家族例会 

18:30 神戸中 *1 酒              歯科医師 橋本猛伸会員 

12:30 明石北 *5 株式展望               伊藤伸一郎会員 

12月 23日 

（水） 

12:30 神戸須磨 *7 普通のこと       米田睦雄会員(例会場：淨徳寺) 

12:30 明石 *6 
大西洋の真珠 マデイラ島とマデイラワイン 

木下インターナショナル株式会社 マデイラワイン特販部 永岡清彦氏  

12月 24日 

(木) 

7：00 神戸モーニング *9 映画ビジネス裏話       樫野孝人氏(神戸東 R.C.) 

12:30 神戸 *4 昨今の損保事情(仮) 三井住友海上火災保険(株) 木元 健 会員  

12:30 神戸西神 *8 休 会(定款により) 

18:00 明石東 * 休 会(定款により) 
 

1月 5日 

（火） 

12:30 神戸東 *1 未 定 

12:30 神戸ベイ *3 会長幹事各委員長新年挨拶 

18:30 神戸六甲 *2 休 会 

18:30 神戸中 *1 四役新年挨拶 志磨会長·中橋副会長·茂木立幹事·岩﨑 S.A.A. 

12:30 明石北 *5 休 会(定款により) 

1月 6日 

（水） 

12:30 神戸須磨 *7 休 会(定款により) 

12:30 明石 *6 新入会員卓話 私の履歴書        福田栄司会員 

1月 7日 

(木) 

7：00 神戸モーニング *9 生田神社参拝 

12:30 神戸 *4 休 会(定款により) 

12:30 神戸西神 *8 →例会変更 新年例会の為 於:生田神社 

18:00 明石東 * 休 会(定款により) 
 
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和田神社 
*8西神オリエンタルホテル *9 香港茶楼 
*8香港茶楼   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


