
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 ８月２２日(木)第 ７回（通算２１３０号） 

  

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

本年度第 ７回〔 ８月２２日(木)〕      本年度第 ８回〔 ８月２９日(木)〕 

プログラム   プログラム 

「新クラブ結成推進月間に因んで」 「ク ラ ブ フ ォ ー ラ ム ①」 

 神戸モーニング R.C. 

  黒 川 良 彦 氏  於:大歳の間 

   於:五色の間  

 

シンギング  シンギング 

 「山の歌」  「栄冠は君に輝く」 

  

   

 

 

 

 

会合予告  

クラブアッセンブリー 

(公式訪問前･奥田 G 補佐をお迎えして) 

9月 5日(木) 17：30～18：30 本館 3F 萩の間 

定例理事会③ 9月 5日(木) 例会終了後 例会場 

神戸西神 R.C.との合同観月例会 9月 12日(木) 18：00～ 西神オリエンタルホテル 4 階 

ガバナー公式訪問 9月 19日(木) 会長･幹事懇談会17：15～18：15 

例 会  18：30～19：30 

本館 3F 萩の間 

本館 3F 舞子の間 

 

幹事報告 

 回覧物 「THE ROTARIAN 9月号」「基隆東 R.C. 週報」 

     「PHD LETTER vol.141・事業報告書 2018（公益財団法人 PHD協会）」 

 

① 次週例会終了後、臨時総会を開催致します。ご出席よろしくお願い致します。 

② 9月 12 日(木)の神戸西神 R.C.との合同観月例会は全員登録ですが、当日の出欠を回覧して

おりますのでご記入下さい。登録料(10,000 円)を事務局までお願い致します。 

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)・・・ 

＜神戸南 R.C.＞ 

日 時：2019 年 8月 25 日(日)12：00～18：00 交流会 18：30～19：30 

場 所：神戸ハーバーランド スペースシアター特設ステージ 

プロジェクト名：青少年奉仕事業 END POLIO ダンスフェス 

※メークアップ可。(バトル・ショーケースを 1時間以上見学して下さい) 

 

 

 

本日の MENU 夏野菜の冷製おでん･鯛のパイ包み焼き･スペアリブのバーベキューソース 他 

本日の BGM 「海の声」「童神」 他 

 



   ＜相生 R.C.＞ 

  日 時： ①講 演 会：2019年 9月 8日(日)13：00～16：30 

  ②プレーパーク：2019年 9月 29日(日)10：30～14：00 

 場 所： ①相生市文化会館 1 階中ホール ②相生市立図書館横の芝生広場(中央公園内) 

プロジェクト名： 子供の屋外遊び場設置のためのワークショップ 

※メークアップ不可。 

④ ・・・R.I.第 2680 地区ローターアクト『2019-2020 年度 アクトの日』のご案内・・・ 

1. 北ゾーン（柏原・豊岡）  

【日 時】2019 年 9 月 8 日(日)10：30 開会式 14：00 閉会式・写真撮影 14：30 終了  

【内 容】そば打ち・竹ごはんづくり・駅舎周辺のゴミ拾い 

【会 場】コウノトリの郷駅（旧：但馬三江駅）  

【登録費】ロータリアン：3,000円 当日現金にてお支払ください。 

 

2. 南ゾーン（姫路・神戸・淡路・姫路獨協大学・神戸須磨・芦屋川・加古川中央） 

 【日 時】2019 年 9月 8日(日)13：00 開会 16：30 終了（17：00 完全撤収） 

【内 容】献血活動･献血呼びかけ運動･ティッシュ配り･ローターアクトのパンフレット配布 

【会 場】プレンティ西神中央 中央広場 

【登録料】ロータリアン：1,000円 当日現金にてお支払ください。 

※詳細及び参加希望される方は事務局まで。 

⑤ ・・・ポ リ オ セ ミ ナ ー の ご 案 内・・・ 

日  時：2019年 10月 14日(月・祝) 

 第 1部 13：00～14：30 講演「ポリオ根絶へのラストスパートを」 

  講師：松本祐二第 3地域ポリオ根絶地域コーディネーター   

 第 2部 14：30～15：30 講演「ポリオ根絶の歩みとこれからの取り組み」 

 講師：ポリオプラス小委員会委員 

場  所：神戸ポートピアホテル本館 B1 和楽の間 

出 席 者：ロータリー財団委員会中心に各クラブ 2名 

対象人数：約 150 名 

 

先週の幹事報告追加分 

 三木谷会員より、冊子「三木谷良一を偲ぶ会 神戸から世界へ」とスウェーデンのお土産の

チョコレートを頂きました。皆様の BOXにお配りしております。 

 

８月 ８日(木) 例 会 報 告                             

◆ゲ ス ト チョーテッソーさん(米山奨学生)、乾 紅美さん･澤村美由貴さん(会員ご夫人) 

◆欠 席 者 河合君･木下君･森田君･八代君･吉川君･由良君 

◆メークアップ 由良君(北海道 2500 ロータリーEクラブ)8/6 

◆出 席 率  会員数２８（２０）名 出席者２２／２５名 出席率 88.00％ 

  出席率(メークアップ含まず)87.50％ 7/25 補正 78.26％ 7月平均出席率 91.52％ 

 

会長報告 

① 今日は暦の上では立秋という事で、秋の始まりだそうです。しかし、暑さに関しましては

まさに残暑極まりないという様子であります。来週は台風がやってくるのではないかとい

う事です。屋内であっても熱中症になる方が続出しております。吐き気・頭痛・高めの体

温と、風邪の症状によく似ておりますので、そこで解熱剤などを飲んでしまうという事が

実際にありました。あまりよくない事ですのでお気を付け頂きたいと思います。脱水は熱

中症の典型的な症状です。エアコンの温度調節はあまり信用できません。身体がある場所

の気温をチェックして下さい。残念ながらビールは水分補給にはなりません。脱水症状の

チェック方法をご紹介します。ハンカチサインと言います。ハンカチをつまむように手の

甲の皮膚をつまみ、パッとはなします。3秒くらいでつまんだ皮膚がピタッと元に戻ったら

脱水はなしという事です。ジワッと戻らないで 5秒、それかずっとつままれた形のままの

人は脱水気味であるという事です。本日の例会でもアルコールが出ます。ご注意下さい。



脱水時の対策ですが、水だけを飲んでいればいいというものでは残念ながらございません。

OS-1という経口補水液というものを補給する、昔で言う番茶と梅干は非常にいいのではな

いかと思います。自宅で経口補水液を作りたいという方は水 1リットルに塩 3グラム、砂

糖が 40 グラムと覚えておいて下さい。砂糖が多い様に思われますが、ないと体に浸透しま

せん。味は今一つですが、レモンを絞って頂きますと美味しくなります。楽しく健康に夏

を過ごして頂きたいと思います。 

② 先週末、大学の同門会が高知の桂浜荘で行われ、行って参りました。南国高知ですが、神

戸より少し気温が低い様で、快適だったように思います。桂浜の灯台の真上の坂本竜馬記

念館のそばにある国民宿舎に宿泊しました。テラスからは太平洋が一望でき、はるか彼方

にハワイが見える…ということはないのですが絶景が楽しめました。今日の一句です。

「黒潮の彼方にのぼる日の丸旗」 

 

米山奨学生 チョーテッソーさん 

① 先週の第一例会、日にちを間違えていて欠席してしまい、皆様にご心配をおかけし、本当

に申し訳ございませんでした。 

② 今月は嬉しい事があります。私のカウンセラーの永田さんのお家に行かせて頂ける事にな

りました。日本人のお家に行くのは初めてなのでとてもいい経験になると思っています。 

 

澤村会員 

 皆さん、この写真の方を覚えていますか。2012 年度米山奨学生のチョウペンセイ君です。当時、

私は彼のカウンセラー兼米山記念奨学委員長でした。彼は外交官になる夢を持って日本に来ま

したが、先日、外交官に合格しましたという連絡が来ました。彼は神戸外国語大学から早稲田

大学、法政大学へ行き、日本でさらに勉強して昨年帰国し、今年試験を受けて合格したそうで

す。お陰様で現在も彼と連絡を取り合っていて、家内が一生懸命フォローしてくれたお陰もあ

り、日本のお父さん・お母さんと言ってくれます。現米山奨学生の方も夢があると思いますが、

目標を持って頑張って頂ければと思います。 

 

☆米山奨学生のチョーテッソーさんに奨学金をお渡ししました。 

 

ニ コ ニ コ 箱（本日合計２４，０００円／累計２２３，０００円） 

 橋本君(三木谷さん、安井さん、ロータリーのメンバーとして末永くよろしく願います)、増田

君(三木谷様、安井様、ご入会おめでとうございます)、中塚君･山中君(三木谷会員、安井会員、

ようこそ)、澤村君(三木谷会員、安井会員、これから幸せ一杯の道を進んでまいりましょう)、 

     

エンジョイＢＯＸ(本日合計５，０００円／累計６１，４２０円) 

 近平君(皆様、岡田ひさしさんをよろしくお願いします。ひとときを楽しみに!!) 

 

会合開催報告 

 ・新入会員歓迎  8月 8日(木)18：30～20：30 於:舞子ビラ本館 14F スカイバンケット「ザ・ヒルズ」 

  納涼家族例会 出席者:会員 21名、家族･米山奨学生 3名、事務局･エレクトーン奏者 3名 

    計 27 名 

  アトラクション：岡田ひさしさん(歌)、若草民謡会 4 名 

 

9月プログラム予告(予定) 

  5日 「ガバナー補佐 時事放談」神戸第 2グループガバナー補佐 奥田祐司氏(神戸中 R.C.) 

 12日 「神戸垂水 R.C. 神戸西神 R.C. 合同観月例会」 於:西神オリエンタルホテル 4F 

 19日 「ガバナー公式訪問」 R.I.2680 地区 ガバナー 浅木幸雄氏 

 26日 「秋の夜長をワインで楽しもう」 日本ソムリエ協会 兵庫支部 支部長 瀬戸 烈氏 

 

 

 

 



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 
 

8月 23日

（金） 
12:30 神戸西 *1 →19日(月)18：30～に変更 移動例会 於:ANAクラブンプラザ  

8月 26日 

(月) 

12:30 神戸東灘 *3 未 定 

18:00 神戸南 *4 会員増強委員会担当例会        会員増強委員会 

8月 27日 

（火） 

12:30 神戸東 *1 会員増強月間に因んで『会員増強物語』 角田嘉宏会員増強委員長 

12:30 神戸ベイ *3 予算･決算報告 

18:30 神戸六甲 *2 フリートーク 

18:30 神戸中 *1 9月基本的教育と識字率向上月間に因んで 橋本猛央社会奉仕委員長  

12:30 明石北 *5 事業承継と IPO             井上直之会員 

8月 28日 

（水） 

12:30 神戸須磨 *6 →例会変更 3 クラブ合同例会(神戸須磨 R.C.・R.A.C.・I.A.C.) 

12:30 明石 *5 五大奉仕就任挨拶Ⅳ・会計報告 

8月 29日 

(木) 

7：00 神戸モーニング *8 地区補助金プロジェクトについて・臨時総会 富澤拓弥社会奉仕委員長  

12:30 神戸 *4 歌唱指導例会 

12:30 神戸西神 *7 会員増強について       藤掛伸之会員増強委員長 

18:00 明石東 * →例会変更 公開例会/納涼寄席 於:子午線ホール 
 
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 
  

＜地区よりのお知らせ＞ 
 
・2019 学年度 米山記念奨学生・カウンセラー合同ミーティング 

 日  時：2019 年 9月 7日(土) 

 場 所：JEC 日本研修センター神戸元町 

  受 付                13：30～ 

  カウンセラーミーティング       14：00～16：00 大会議室 

  奨学生ミーティング          14：45～16：00 中会議室 

  奨学生･カウンセラー合同ミーティング  16：00～17：00 大会議室 
 

 交流会 17：00～  場 所：香港茶楼 

 会 費：カウンセラー 5,000円(当日ご用意ください)  奨学生 無料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


