
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 20 日(日)·2021 年 1 月 7 日(木)第 23·24 回(通算 2179 号)合併号 

  

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

本年度第２４回〔 １月 ７日(木)〕      本年度第２５回〔 １月１４日(木)〕 

プログラム   プログラム 

 「会 長・幹 事・   「年 男 放 談」 

 クラブ管理運営委員長 年頭挨拶」  

      小林秀一会員 

  会 長 八代 智・幹 事 鷲尾太一  

   クラブ管理運営委員長 田中 彰 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」  「雪山讃歌」 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1月誕生祝 善國君 3日 永田君 11日 近平君 31日 

 

1月結婚祝 星島君 14日 山中君 20日 田中君 21日 三木谷君 29日 

 

 

 

本日の MENU 竹の子土佐煮·栗金団·長寿海老·伊達巻·蒟蒻旨煮·合鴨·さごし(酢の物)·御飯·雑煮 他 

本日の BGM 「冬景色」「お正月」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。 



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 

 

幹事報告  

配 付 物 「ガバナー月信 1月号」「ロータリーの友 1月号」「地区大会お知らせ」 

回 覧 物 「THE ROTARIAN 1月号」「財団室 NEWS 1月号」 
  

① 1月 11日(月)が祝日の為、次週の事務局出勤日は 1月 13日(水)·14 日(木)となります。 

② 神戸東 R.C.より「コロナウィルス PCR検査室備品寄贈プロジェクト」協力に対する 

お礼状を頂きました。当クラブより 42,000円送金致しました。 

③ ・・・地 区 大 会 の ご 案 内・・・ 

開 催 日：2021 年 3月 7日(日) 

開催場所：神戸ポートピアホテル・ポートピアホール 

登 録 料：5,000円(会場出席、オンライン出席のどちらも) 

※COVID-19感染症対策のため、会員のみの参加、1日開催。 

※兵庫県の指針に従い入場制限を行います。入場できない会員の皆様にはオンラインにて 

ライブ配信を行います。 

※出欠を回覧していますのでご記入下さい。 

④ クラブ宛に届きました年賀状を回覧しています。 

⑤ 1月のロータリーレートは 1ドル 104円です。(12月 1ドル 105円) 

⑥ 国際ロータリー日本事務局は、新型コロナウィルス感染者数増加の状況を鑑みて下記の 

期間、在宅勤務となります。 

 期 間：2021年 1月 4日(月)～1月 29日(金)  勤務時間 9：30～17：30 

 連絡方法：Eメールまたは FAX 

  クラブ·地区支援室：rijapan@rotary.org  財団室：rijpntrf@rotary.org  

 経理室：rijpnfs@rotary.org 業務推進·IT室：rijpnpi@rotary.org 

 FAX(各部署共通)：03-5439-0405               

⑦ 米山記念奨学会事務局は、1月末まで在宅勤務を前提に業務を進められます。連絡方法は

原則メールとなります。 

メール：寄付金関連  kifu@rotary-yoneyama.or.jp  

 奨学生・奨学金関連 scholars@rotary-yoneyama.or.jp 

 広報関連 highlight@rotary-yoneyama.or.jp 

 その他 mail@rotary-yoneyama.or.jp 

⑧ 社会福祉法人兵庫盲導犬協会より「ワンダフル通信 Vol.96」を頂きました。各テーブルの

上に置いておりますのでご入用の方はお持ち帰り下さい。 

 

12月 17日(木)幹事報告追加分 

 澤村会員が新型コロナウィルス感染拡大に伴う例会運営について等資料をまとめられました。 

配付しておりますのでお目通し下さい。 

 

１２月１７日(木) 例 会 報 告                             

◆欠 席 者 河合君·木下君·小林君·小坂君·鴇田君·安井君·吉川君 

◆メークアップ 小林君(補助金管理セミナー)12/13、善國君(神戸西神 R.C.)12/17 

◆出 席 者  会員数２４（１７）名 出席者１７名 
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会長報告 

皆さんこんばんは！今週は非常に寒い日が続きましたが、皆さんお変わりございませんか？！  

私の末娘も今朝早く「行ってきま～す」と出て行ったかと思いきやすぐに戻ってきて 

「お母さん、お湯ちょうだい！」と、今年初めて霜が凍った車のフロントガラスをお湯で 

溶かしてから慌てて出勤しました。 

コロナの予防も大切ですが、これから本格的な冬に入り益々寒くなってくると思いますので、 

皆さん風邪やインフルエンザ等かかりませんよう、どうぞご自愛下さいませ。 

さて先週は三木谷会員のご紹介で、大竹先生の卓話をお聞きすることができました。 

この 1週間、何だか大竹先生のお話がじんわりと心に残っておりました。「音と人間」という 

タイトルでしたので私は当初、人間の身体全体を用いた発声練習のようなお話かなと想像して 

おりましたが、ストリートピアノが流行るようになって、音楽にまた人が集まるようになって 

きたという実に心温まるお話でしたので、本当にそうだなと考えさせられました。 

大学でも教鞭をお取りになられ、しかも高名なプロのピアニストであるにも拘らず居丈高な 

ところが全くなく、頼まれれば市場でも街中の教会でもどこでも演奏して下さる、そのような 

温和な先生だな～とこの 1週間、心地よい余韻が残っておりました。まるで人から頼まれれば 

ＮＯと決して言わず、どの宗派のお経でも村人の求めに応じて唱えていた良寛さまみたいだな 

と思った次第です。人と人との繋がりがあって初めて音楽も生きてくるんだと、そのような 

温かいメッセージを感じました。 

本日卓話をして下さる磯田会員も、入会以来たくさんの講師を紹介して下さり、また三木谷 

会員をはじめ会員増強にもご尽力下さり本当に感謝です。 

磯田会員は長年に渡る職業奉仕を通して、非常に多くの仕事仲間やお友達がいらっしゃるので 

しょう。いつでしたか例会でまた食事をするようになってからのある例会時、このマスク 

カバーを会員の皆さんにプレゼントして下さいました。私も含めて男性会員のほとんどの方は、 

食事の時に取ったマスクをポイッと無造作にテーブルの上に置いていたように思うのですが、 

それに気付いた磯田会員が早速持ってきて下さったのです。その時のきめ細やかな心配りに 

とても感動いたしました。それもやはり一期一会ではありませんが、磯田会員ご自身が全ての 

人との出会いを大切にしてこられた証かと存じます。 

しかも本日の卓話のタイトルが「求めよ さらば与えられん」とのマタイによる福音書 7章 

7節にあるイエス・キリストのみ言葉ですから、職業柄なおさら興味がございます。逆に 

ロータリー歴 15年になった牧師の私がその間 10回ぐらい卓話をしたと思うのですが、 

これまで一度も聖書のみ言葉をタイトルにしたことがなかったので大いに反省です。磯田会員、 

本日の卓話どうぞよろしくお願いいたします。 

人と人との繋がり、また人との出会いを大切にするということは、ロータリアンも全く同じ 

だなと思いました。先週は有名なビートルズのジョン・レノン 40年目の命日でしたが、彼と 

寄り添い続けてこられた小野洋子さんが何かのエッセーで、ジョンのようにどんなに有名な 

ミュージシャンでもその人生で友達になれるのはせいぜい 5,000人を上回らない、と書いて 

おりました。現在の地球人口は 70億人とも言われておりますが、計算しやすいように 50億人 

としますと、一人の生涯にあって知り合える友達というのは、50億分の 5千人ということで、 

とてつもない確率の奇跡的な出会いと言えるでしょう。50億分の 5千人ですから、100万人に 

1人の確立で私達は出会っているのです。 

1人の友達との出会いの裏に、999,999人のお互いに出会うことなく生涯を終える人達が存在 

するのです。それだけに 1人の友との出会いには 99万人の命の重みがあるんだということを 

覚えて、これからも全ての出会いを大切にしたいものです。そのような願いを込めて一句 

作りました。「知り合えた ただそれだけで 好きになる どんどん呼ぼう 会員増強」 

 

次期幹事 澤村会員 

 12月 10日(木)、第 1回目のエレクト理事会が開催されました。議事録を配付しておりますので

お目通し下さい 

 



ニ コ ニ コ 箱（本日合計１０，０００円／累計５２８，０００円） 

 近平君(磯田会員、いつもご協力ありがとうございます。今日は卓話楽しみにしています)、 

藤田君(結婚記念日のお花ありがとうございます)、澤村君·八代君(磯田会員、今日の卓話 

よろしくお願いします) 

 

エンジョイＢＯＸ（本日合計１３，０００円／累計５６，９８３円) 

 田中君(磯田さん、今日は楽しみにしています)、山中君(磯田さん、頑張れ) 

 

会合開催報告 

 ・臨時理事会② 12月 17日(木)例会終了後 於:例会場 出席者:8名 

 

１２月２０日(日) 例 会 報 告                             

◆ゲ ス ト 宮川真由美さん(ピアノ)·小林亜希子さん(バイオリン)·鈴木久美子さん(サックス) 

 田中久美子さん(歌)、乾 紅美さん·鈴木真弓さん·鈴木愛梨さん·鈴木隆仁さん· 

 鈴木結理奈さん· 山田晃三さん(乾会員ご家族)、柳 由香さん(磯田会員ご長女)、 

 小坂見也子さん(小坂会員夫人)、澤村美由貴さん(澤村会員夫人)、八代千枝さん· 

 八代 優さん·八代 祈さん·八代 希さん(八代会員ご家族)、由良澄子さん 

 (由良会員夫人) 

◆欠 席 者 近平君·河合君·小林君·鴇田君·安井君·吉川君·善國君 

◆メークアップ 永田君(米山奨学生面接選考会)12/19 

◆出 席 者 会員数２４（１７）名 出席者１７名 
 

会長報告 

 今日は毎年恒例の年末家族例会を会員ご家族の皆様をお招きして開催する事ができ、本当に 

嬉しく思います。コロナ禍で始まった今年度の神戸垂水 R.C.ですが、会員の皆様の多大な 

ご協力のおかげで、ちょうど半分となるこの日を迎える事ができました。本当にありがとう 

ございます。また、コロナの感染拡大が危惧される中ではありますが、藤田親睦委員長と 

何度も協議を重ね、本日こうして開催する事ができました事、藤田委員長を始め親睦委員の 

皆様、また万全の対策でご準備頂きました舞子ビラの皆様、心より感謝申し上げます。本当に

ありがとうございました。 
 

ニ コ ニ コ 箱（本日合計２０，０００円／累計５４８，０００円） 

 藤田君(今日は楽しみましょう！)、星島君(本日サン·マリノのワインお楽しみ下さい)、 

木下君(年末例会楽しませて頂きます。親睦委員会の皆様よろしく)、田中君(小坂さん、本日は

ありがとうございました)、八代君(本日の年末家族例会にたくさんお越し下さりありがとう 

ございました！大いに楽しみましょう♪)、由良君(本日楽しみにしています) 

    12月ニコニコ箱合計４６，０００円 
 

エンジョイＢＯＸ（本日合計３，０００円／累計５９，９８３円) 

 八代君(みんなの笑顔でコロナをぶっ飛ばそう！！) 

    12月エンジョイ BOX合計２２，０００円 

 

☆他クラブよりのお知らせ 

 例会変更 

  明 石 R . C . 1月 20日(水) 新年例会の為 

  神戸ベイ R.C. 1月 26日(火) 新年例会の為(メークアップ受付はございません) 
 

 休 会（定款により） 

  1月 12日(火) 神戸中 R.C. 

  1月 13日(水) 明石 R.C. 

  1月 28日(火) 神戸ベイ R.C. 



会合開催報告 

 ・年末家族例会 12月 20日(日)18：30～20：45 於:本館 2F六甲の間 

  出席者:会員 17名·家族他 20名 計 37名 

 

 

 

近隣クラブ例会プログラム 

※1月 11日(月)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 

1月 8日

（金） 
12:30 神戸西 *1 歳男放談 小山 武·大澤裕信·西村文茂·平井良治·八木隆弘·服部敬二各会員  

1月 12日 

（火） 

12:30 神戸東 *1 日本の国難 PART1 蒙古襲来 神戸西 R.C. 笹倉宣也氏 

12:30 神戸ベイ *3 卓 話                 小栗賢亮会員 

18:30 神戸六甲 *2 新年初例会 

18:30 神戸中 *1 休 会(定款により) 

12:30 明石北 *5 新年挨拶         柿野明男会長·榎本 浩幹事 

1月 13日 

（水） 

12:30 神戸須磨 *7 年男放談      益子和久·門田敬造·植田芳光各会員 

12:30 明石 *6 休 会(定款により) 

1月 14日 

(木) 

7：00 神戸モーニング *9 ゲストスピーチ 神戸アジアン食堂バル SALA店長 黒田尚子氏  

12:30 神戸 *4 年男新年に語る       中林 淳·井植啓悟各会員 

12:30 神戸西神 *8 年男放談                鈴木一史会員 

18:00 明石東 * 会長·幹事年頭挨拶     三木基司会長·伊藤明彦幹事 
 
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   

 


