
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１９年 ７月２５日(木)第 ４回（通算２１２７号） 

  

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

本年度第 ４回〔 ７月２５日(木)〕      本年度第 ５回〔 ８月 １日(木)〕 

プログラム   プログラム 

「今期の例会は楽しい…」 「会員増強月間に因んで」 

 プログラム委員長 鷲 尾 太 一 会員増強委員長 新井紀美子 

 親睦活動委員長 近 平 礼 子 於:大歳の間 

  於:大歳の間    

 

シンギング  シンギング 

 「夏は来ぬ」  「君が代」 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会合予告  

第 82 回ロータリーほろにが会 7月 27日(土) 18：30開会 神戸ポートピアホテル南館 4F 

ルーフガーデンプール 

定例理事会② 8月 1日(木) 例会終了後 例会場 

新入会員歓迎 納涼家族例会 8月 8日(木) 18：30～20：30 舞子ビラ本館 14F スカイバンケット 

「ザ・ヒルズ」 

臨時総会 8月 29日(木) 例会終了後 例会場 

 

 

 

 

 

 

本日の MENU 海老のトマトソース炒め･鶏肉の蒸し物 オイスターソース･飲茶 3種盛り合わせ 他  

本日の BGM 「涙そうそう」「童神」他 

２０１９－２０２０年度上半期会費納入のお願い 

幹 事 橋本正弘 

 

金 額  上期会費        １５０，０００円 

      45周年記念事業積立金⑨   ５，０００円   

                計 １５５，０００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  

 回覧物 「THE ROTARIAN 8月号」 

 

① 明後日 8月 27日(土)は、第 82回ロータリーほろにが会です。18：30開会、会場は神戸

ポートピアホテル南館 4F ルーフガーデンプールです。出席予定の方はよろしくお願い致し

ます。 

 

７月１８日(木) 例 会 報 告                             

◆欠 席 者 河合君･小坂君･増田君･森田君･渡邉君･吉川君･由良君 

◆メークアップ 山中君(神戸中 R.C.)7/16、鷲尾君(神戸 R.C.)7/18、澤村君(神戸西神 R.C.)7/18、 

 由良君(北海道 2500 ロータリーEクラブ)7/18 

◆出 席 率  会員数２８（２０）名 出席者２１／２４名 出席率 87.50％ 

  出席率(メークアップ含まず)75.00％ 7/4 補正 100％ 
 
会長報告 

① 本日は第 3回例会です。雨が降り、災害が心配されるところでございます。恒例により、

国際奉仕委員長、青少年奉仕委員長の所信表明の例会です。第 2回例会でも少しお話しま

したが、ロータリーのホームページにおいて五大奉仕の記載はあるのですが、R.I.2680 地

区の委員会構成では、奉仕プロジェクト委員会の中に社会奉仕と国際奉仕の小委員会はあ

るですが、青少年と職業奉仕の委員会はありません。全くなくなったかというと、職業奉

仕は研修委員会の中の小委員会、職業奉仕･職業倫理小委員会として残っています。先週、

木下職業奉仕委員長が触れられておりましたように、ロータリーの中の職業奉仕の位置づ

けが以前とは、少なくとも私が 9年前入会した時からはだいぶ変わっているということに

なります。職業奉仕を実行するというよりは、研修・勉強の対象のようになったという風

に思います。そういう意味で第 1例会の時に奥田ガバナー補佐がご挨拶された時に触れら

れた、当クラブの 2017年の小林職業奉仕委員長が実践された「生活なんでも無料相談」と

いうのは本当に貴重な職業奉仕の実例だと、絶滅危惧種から復活する試みといってもいい

かも知れません。青少年奉仕はどこにいったかといいますと、社会奉仕小委員長の中にイ

ンターアクト･ローターアクト･RYLA が所属しています。国際奉仕の中に青少年交換が入っ

ています。青少年や若い世代の社会人がリーダーシップの力を伸ばせるように支援するこ

とが R.I.の方針だということですが、インターアクト･ローターアクト･青少年交換だけが

青少年奉仕かどうか、ちょっと疑問なところもあります。我々のクラブで行っております

区民講座におけるサマーコンサート・スプリングコンサートもまさに青少年奉仕の一環な

のではないかと思いますが、国際ロータリーの方ではどう入るのか、分類されていないの

ではないかと思いました。国際奉仕と言うのは、国際的なプロジェクトでボランティアを

したり、海外のパートナーとの協同活動を通じて平和と相互理解を推進するということだ

そうです。カンボジアの図書館の時に感じましたように、非常に難しい問題がたくさんあ

ります。簡単な事といえば青少年交換くらいかなという事に逆になるのかなと思いますが、

これも難しい問題がたくさんあると思います。結論を申せば、我々は我々でできる基隆東

R.C.との絆を保ち、奉仕活動を守り抜いていくことではないかと思います。本日の委員長

方針は、プレッシャーをかけてしまうようで申し訳ないのですが、国際ロータリーや地区

の変化とは別に、我々は我々独自の方法を考えていければと思います。 

② 会長報告と言う風に項目上はなっているのですが、ご存知の方もおられるでしょうが、Eク

ラブなどでは「会長の時間」と言う風になっています。会長は喋る権利を与えられている

のだから十分使いなさいという事で、これは実は丸尾パストガバナーも藤丸会長に言って

おられました。そういう事で喋っておりますが、いつまでもつのやら、今後会長としてお

話をさせて頂く中で色々触れていきたいと思いますので、お付き合い頂ければと思います。

前回、一句詠んでしまったので 2回目も考えてみました。その時の天気が良かったので今

日とはちょっと合わないですが「梅雨空にひととき青し夏の空」ありがとうございました。 

 

 

 

 



会報･雑誌･広報(I.T.)･R情報委員会 

 先週配付致しましたロースターに誤りがございました。訂正をお願い致します。 

 ・P16 委員会構成表 出席小委員会 委員長名 

     誤 小坂秀哉 → 正 小坂敏哉 

 ・P17 委員会構成表 職業分類小委員会 委員名 

     誤 藤本睦文 → 正 藤本靖子 

 ・P19 明石北 R.C. 明石 R.C. 例会場 

     誤 グリーンヒルホテル明石 → 正 ホテルキャッスルプラザ 

 ・P27 藤本会員 勤務先住所 

     誤 4丁目 8-5 → 正 4丁目 2-5 
 
ニ コ ニ コ 箱（本日合計１，０００円／累計１８２，０００円） 

 八代君(田中委員長、鴇田委員長、本日はよろしくお願いします) 

 

エンジョイＢＯＸ(本日合計７，０００円／累計３９，４２０円) 

 藤田君(先週休みました。本日の卓話楽しみです)、鴇田君(乾さん、すばらしい作品を頂きまし

てありがとうございます。垂水の小林の事務所に飾らせて頂きましたので、皆さんものぞきに

来て下さい)、八代君(本校野球部、ベスト 32 になりました！来週からいよいよ激戦が始まりま

す。応援よろしくお願いします！) 
 
☆他クラブよりのお知らせ 

 例会変更 

  神戸中 R.C. 8月 6日(火) 納涼京都川床家族例会の為 

神戸西神 R.C. 8 月 8日(木) 納涼家族例会の為 
 
 休  会 

  8月 13日(火) 神戸中 R.C. (メークアップデスクはありません) 
 
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 
 

7月 26日

（金） 
12:30 神戸西 *1 →18：00～ 於:ANA クラウンプラザに変更 納涼家族例会 

7月 29日 

(月) 

12:30 神戸東灘 *3 未 定 

18:00 神戸南 *4 ガバナー公式訪問 国際ロータリー第 2680 地区ガバナー 浅木幸雄さん(神戸 R.C.)  

7月 30日 

（火） 

12:30 神戸東 *1 秘仏と御開帳      摩耶山天上寺貫主 伊藤浄厳氏 

12:30 神戸ベイ *3 休 会(定款により) 

18:30 神戸六甲 *2 フリートーク 

18:30 神戸中 *1 8 月会員増強･新クラブ結成推進月間に因んで 会員増強委員長 押部浩二会員  

12:30 明石北 *5 →例会変更 納涼例会の為 於:コンチェルト神戸 

7月 31日 

（水） 

12:30 神戸須磨 *6 休 会(定款により) 

12:30 明石 *5 新入会員卓話 私の履歴書        夏山政彦会員 

8月 1 日 

(木) 

7：00 神戸モーニング *8 会員卓話              湊会員増強委員長 

12:30 神戸 *4 未 定 

12:30 神戸西神 *7 未 定 

18:00 明石東 * 会員増強月間に因んで 地区会員増強副委員長 宇尾好博氏 
 
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ホテルキャッスルプラザ *6須磨観光ハウス *7西神オリエンタルホテル 
*8香港茶楼 
  



 

 

 

 


