
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 ９月２６日(木)第１２回（通算２１３５号） 

  

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

本年度第１２回〔 ９月２６日(木)〕      本年度第１３回〔１０月 ３日(木)〕 

プログラム   プログラム 

「秋の夜長をワインで楽しもう」 ―米 山 月 間 に 因 ん で― 

 日本ソムリエ協会 兵庫支部 米山記念奨学委員長 善國高豊 

支部長 瀬 戸  烈 さ ん  「ゴ ー ル デ ン ラ ン ド」 

 於:五色の間  米山記念奨学生 チョーテッソーさん 

      於:大歳の間 

 

シンギング  シンギング 

 「おもいでのアルバム」  「君が代」 

  

   
 
 
 
 
 

 

 

会合予告  

親睦活動委員会 9月 26日(木) 例会終了後 例会場 

定例理事会④ 10月 3 日(木) 例会終了後 例会場 

ゴルフ同好会コンペ 11月 3 日(日) コンペ 9：00集合 

親睦食事会 18：30 

三木ゴルフ倶楽部 

チャイニーズガーデンレストラン深記 

 

幹事報告  

 回覧物 「スカウティング 2019 No.733(公益財団法人ボーイスカウト日本連盟)」 

 

① 浅木幸雄ガバナーより公式訪問に対するお礼状を頂きました。 

② 垂水プロバスクラブより、バス旅行のご案内を頂きました。 

・・・カ ニ 料 理 を 満 喫 し、 大 乗 寺 を 訪 ね て・・・ 

 日 時：2019年 11月 13日(水)8：30垂水漁港出発 18：10 帰着予定 

 行 先：香美町・香住(但馬) 

 会 費：11,000 円 

※詳細及び出欠を回覧していますのでご記入下さい。 

 

 

 

 

 

本日の MENU スモークドサーモンのパンケーキ･森の茸のスープ カプチーノ･海の幸のポワレ サラダ仕立て 他  

本日の BGM 「秋の子」「アメージンググレイス」 他 

 



③ ・・・2019-20年度国際ロータリー第 2680 地区クロスプロモーション事業 

 タイ王国 ダムロンラドソンクロ高校生来日ツアー・交流会のご案内・・・ 

日 時：2019 年 10月 14 日(月・体育の日) 受付 12：30  開会 13：00～ 

場 所：本館 寿楼  

内 容：タイ王国ダムロンラドソンクロ高校来日歓迎交流・講演会 

 第 1 部研修･交流会 13：00～16：30 第 2 部交流･懇親会 17：00～18：30(会食あり) 

※当地区は、タイスタディーツアー及び国際青少年リーダー養成セミナー等で、同校と研

修等で毎年お世話になっており、深く大切なつながりを持っています。また、RI3360 地

区チェンライ RCの元会長・原田義之氏の特別講演もございます。回覧しておりますので

出欠ご記入下さい。 

 

先週の幹事報告追加分 

 会長より日本のロータリー100周年記念ピンバッジを配付しております。お納め下さい。 

 

９月１９日(木) 例 会 報 告                             

◆ゲ ス ト 国際ロータリー第 2680地区 ガバナー 浅木幸雄氏、随行員 浅木幸三氏･ 

 多田真規子氏 

◆ビジター 富澤拓弥氏(神戸モーニング R.C.) 

◆欠 席 者 藤田君･木下君･増田君･森田君･渡邉君･安井君･吉川君 

◆メークアップ 善國君(明石北 R.C.)9/17、山中君(神戸須磨 R.C.)9/18、 

 橋本君･鷲尾君(神戸モーニング R.C.)9/19 

◆出 席 率  会員数２８（２０）名 出席者２１／２５名 出席率 84.00％ 

  出席率(メークアップ含まず)78.26％ 9/5補正 100％ 
 
会長報告 

① 本日はクラブにとりまして一番重要な行事と言うべきガバナー公式訪問の日であります。

浅木ガバナー、随行の多田様、浅木様、ご訪問頂きありがとうございます。また、会長･幹

事懇談会では、R.I.の事、国際会議の事、ロータリー全般の事、特に職業奉仕について等

お話頂きました。我々のクラブのあり方についてご評価頂いたと思っております。ありが

とうございました。これからも頑張っていきたいという思いを新たに致しました。また後

程ガバナーにお話頂きます。じっくりと聞いてみたいと思います。 

② 秋の風情がだいぶ漂っておりますが、藤本会員のご厚意で花をそろえて頂きました。浅木

ガバナーと藤本会員の娘さんとご親友だそうで、そういう縁で色々助けて頂き、ありがと

うございます。非常になごやかになりました。 

③ 先週、神戸西神 R.C.との合同例会を欠席致しまして申し訳ありませんでした。澤村副会長、

橋本幹事、木下周年事業委員長の皆様に助けて頂いてありがたく思います。先週木曜、東

京港区の元麻布にあります在日サンマリノ共和国大使館へ特命全権大使のマンリオ･カデロ

閣下に周年事業での記念講演の依頼とご挨拶に行ってまいりました。記念講演の趣旨や内

容についてお話させて頂きました。非常に好意的に温かく迎えて頂きました。ちなみにカ

デロ大使のお父様はサンマリノ R.C.のガバナーもされていたそうで、ご縁を感じました。

40周年記念誌もお渡しして、垂水の事や我がクラブの事を説明してまいりました。今後、

詳細をさらにつめまして、よりよい講演会にしていきたいと思っております。訪問に際し

まして、大使からサンマリノ産のワインをお土産に頂きました。後でお見せしますが、そ

の名も「神社ワイン」です。ヨーロッパで一番最初の神社といわれるサンマリノ神社の鳥

居と 2019年の干支の猪が描かれています。年末家族例会の時にでも楽しめたらいいなと思

います。本日の一句です。「草村に 虫の声する 朝涼し」ありがとうございました。 

 

親睦活動委員会 

 次週 9月 26 日(木)の例会終了後、委員会を開催しますので委員の方はご出席よろしくお願い致

します。対象の方のお名前を読み上げさせて頂きます。星島会長･橋本幹事･澤村クラブ管理運

営委員長、木下会員･磯田会員･河合会員･小坂会員･増田会員･三木谷会員･中塚会員･田中会員･

八代会員･安井会員･渡邉会員･善國会員･由良会員です。 

 



ゴルフ同好会 

① ゴルフ同好会のご案内を配付しておりますが、再確認させて頂きます。11月 3日(日)、三

木ゴルフ倶楽部にて 6組のゴルフコンペを予定しております。その後、学園都市の工業団

地の中にあります、テレビ等で取り上げられて有名になりました中華レストラン「深記」

で食事をしながら成績発表の予定をしております。先日、由良会員に交渉して頂きまして、

現地集合される方は 18：30に各自車で向かって頂いて、送迎バスも舞子ビラに 18：00に

迎えに来てくれます。帰りも舞子ビラまで行って頂けます。出欠を回覧していますので早

めにご記入下さい。 

② 12月 15日(日)、忘年ゴルフコンペを垂水ゴルフ倶楽部にて予約させて頂いています。その

後、増田屋で忘年会を予定しています。詳細は追って案内致しますのでご予定下さい。 

 

ニ コ ニ コ 箱（本日合計２８，０００円／累計３２７，０００円） 

 国際ロータリー第 2680 地区 ガバナー 浅木幸雄氏(ご挨拶)、藤本君(私ども 7人の孫のうち一

番上の 25才の孫に良い事がありました。亡き夫はこの孫には「希望の星」と名付けまして力を

入れておりました)、星島君(浅木ガバナー、ようこそお越し下さいました)、木下君(浅木ガバ

ナーをお迎えして)、澤村君･八代君(浅木ガバナーようこそ。本日はよろしくお願いします) 

  

エンジョイＢＯＸ(本日合計１，０００円／累計７１，４２０円) 

 八代君(本校野球部は土曜日にベスト 8をかけて戦います。対戦相手はパストガバナーの滝川第

二高校です。ヤバイ、どないしょう…？！) 

 

☆他クラブよりのお知らせ 

 例会変更 

  神戸中 R.C. 10月 1日(火)を 11日(金)に変更 神戸西 R.C.との合同例会の為 

  

 休 会 

  10月 22日(火) 神戸中 R.C. (祝日の為) 

  10月 31日(木) 神戸 R.C. (定款により) 

 

会合開催報告 

 ・ガバナー公式訪問 9月 19日(木)会長･幹事懇談会 17：15～18：15 於:本館 3F 萩の間 

     出席者:浅木ガバナー･随行 2名･会長･幹事 

     例 会 18：30～19：30 於:本館 3F舞子の間 

 

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 
 

9月 27日

（金） 
12:30 神戸西 *1 今 暮らしに役立つ話題 神戸消費生活センター 三浦隆子氏  

9月 30日 

(月) 

12:30 神戸東灘 *3 ガバナー補佐訪問 

18:00 神戸南 *4 インフォーマルミーティング 

10 月 1日 

（火） 

12:30 神戸東 *1 未 定 

12:30 神戸ベイ *3 会員卓話                松本浩之会員 

18:30 神戸六甲 *2 創立 32周年記念例会 

18:30 神戸中 *1 →11日(金)に変更 神戸西 R.C.との合同例会の為 

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

10 月 2日 

（水） 

12:30 神戸須磨 *6 米山奨学生卓話     米山奨学生 ホン･ソンスンさん 

12:30 明石 *5 米山奨学生卓話      李 亜晨(リ ヤチェン)さん 



10 月 3日 

(木) 

7：00 神戸モーニング *8 休 会(定款により) 

12:30 神戸 *4 神戸生まれの女落語家、笑いでプラスα！ 落語家 桂あやめさん 

12:30 神戸西神 *7 米山奨学生卓話              張 聞さん 

18:00 明石東 * 青少年交換留学生卓話          永峰珠恵さん 
 
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＞ 
 
・ポ リ オ セ ミ ナ ー 

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：中塚 R財団委員長･善國副委員長 

対象人数：約 150 名 



ガバナー公式訪問  2019-20 年度 国際ロータリー 第 2680 地区 ガバナー 浅木幸雄氏 

 

先ほど会長が点鐘をされたゴング、これは東京 R.C.が次年度日本のロータリーが 100周年を迎えるにあ

たり、各クラブの会長様に叩いて頂いて、みんなで 100 周年をお祝いしましょうと 34 の地区全てに配られ

ました。実は、私は毎回これを家に持ち帰っております。と、いいますのは、次の訪問先に今日のような素

晴らしい方が一緒に来て頂けるとは限らず、どうなるかがわからないので、そのために家に持って帰ってお

かなければこれをお渡しできないという事で、毎日少し眠くなる前にこれをゆっくり眺めながらロータリー

の本を 2、3 枚めくりますと本当にゆっくり睡眠がとれるという、非常にかわいいゴングです。見た感じす

ごくかわいらしくて、スッと持てそうなのですが、8キロあります。これを持って駅の階段を昇ると少し息

が上がります。かわいいですが、少し重いです。先ほど音を聞きましたが、すごくいい音だと思います。こ

れで日本のロータリーの 100 周年を皆さんでお祝いする、ちょうどオリンピックが始まりますが、トーチの

ようなものです。各地を回ってみんなで祝おうという気持ちで作ったゴングです。 

このクラブはすごくいい点がたくさんあります。先ほど会長･幹事懇談会でお話をさせて頂いた時に申し

上げたのは、まず 1番いい点は、女性会員がたくさんおられる事です。だいたい世界レベルの女性会員比率

です。他のクラブは、いい所で 4％台しかおられないのに、こちらでは 20％以上という事で、世界レベルに

達しております。30年前の規定審議会で通り、理事会を通って、女性が正式にロータリークラブのメン

バーとして認められるようになりました。30年も経っているにも関わらず、日本全体のアベレージでいき

ますと 4％ちょっとしか女性が入会されておりません。そして、若いロータリアンをぜひ入れて下さい。こ

れは、マローニーR.I.会長が一番先におっしゃった事で、そして会員増強を図っていただきたいという事で

す。会員増強につきましては、職業分類の充填・未充填という本を我々は以前利用しておりましたが、この

職業がこのクラブに欲しいという事を決めて、皆さんでその方を何とか見つけてくる、そのために職業分類

表をぜひ使って下さいとマローニーさんは言っておられます。同時に、バケツに水を入れて持っておられる

写真が時々出ておりますが、あのバケツは穴があいています。ですから、いくら入れてもどんどん流れ出て

しまう、これが一番いけないことだと言っておられます。特に入会して 1～2年の方が「ロータリーとはこ

んなものか」と辞めていかれるケースが多いと思います。そこでその穴をなんとか埋めていく方法として、

例えば入られた方にカウンセラー的にどなたかがついて色んな会議に引っ張り出す、そういう事をやる事に

よって、ロータリークラブが楽しいものだという風になれば、3年以上経ってくると、病気になってしまう

場合以外はなかなか辞められない、ロータリーは楽しいところ、友達がたくさんできるということで、ロー

タリーを非常に大切に思っていくケースが多いと思います。退会者を減らすということをぜひ心がけていた

だきたいと思います。増強・拡大よりも退会を減らすということをマローニーさんはしきりに言っておられ

ました。奥田ガバナー補佐より極秘と書かれた書類がガバナーに送られて参ります。そこに色んな事が書い

てあるのですが、このクラブは非常に優秀です。歴史的に見てもそれを非常によく理解して、みんなでその

歴史を確認し合っているという風に書いておられますし、何と言っても女性が多いクラブ、これは本当に誇

るべきことだと思います。ますます女性を増やして頂きたいと思います。また、インターアクトについても

非常によく頑張っておられるように思います。 

R.I.会長のマーク・ダニエル・マローニーさんは、25才でロータリアンになられました。そして 34 才で

地区のガバナーになっておられます。私は 77 才になっております。ひとつ嬉しい事があります。一か月前

にひ孫が生まれました。その点だけはマローニーさんには勝っていると思います。マローニーさんはすごく

やり手の方で、実はどんどん色んなことをトランスフォームしていっております。日本のロータリアンとし

てはすぐに納得できないようなことまでどんどん取り入れ、それによって会員増強等をやろうと考えておら

れる方です。「ロータリーは世界をつなぐ Rotary Connects The World」というのをテーマにして、ロゴ

マークも世界をつなぐようなロゴマークを作っておられます。中のブルーは地球を表していて、その周りに

4 つの人が手を結んだようなものが人種であり、手を繋ごうというようなテーマでございます。 

彼が一番強調したものを 4つここであげてみます。まず最初に先ほどお話しました会員増強、それには

職業分類表などをうまく使って下さいという事、2つめはファミリーを大切にするという事です。本当に

ファミリーと言うものは自分に一番近い方です。そのファミリーがロータリーの事をよく理解して、あるい

はロータリーで我々が学んだことをファミリーに伝えることによってファミリーがロータリーを大好きに

なっていただけるようにぜひ持って行って下さいと言われています。これは、出掛ける時に「え？またロー

タリー？ロータリーって何をしてるの？お酒飲んだりするのに集まっているのと違うの？」と言う風に言わ

れて出るのと、「ロータリーでいい事を聞いて私達に教えてね」と言われて出ていくのとでは随分感じが違

います。 

 



3 つめは、ご自分の職業を大切にしてくださいということを言われています。実は、職業奉仕と言う委員

会を我々は非常に大切にして参りましたが、マローニーさんは、職業は大切にするけれども、それのレポー

トは別にいりませんという風な言い方をされております。少し我々とは感じが違うなと思っています。彼が

一番大切にしてほしいという研修委員会というのがあるのですが、その中に当地区としては職業奉仕を十分

研修し、皆さんにご理解頂き、自分の職業を高めてそれによって社会に奉仕しようというのはこの地区で研

修できるのではないかと思っております。 

75 周年を迎える国際連合(United Nations)がありますが、これができる時にロータリアンがすごい数入

られて助けました。アメリカやヨーロッパなどでは、25 周年、75 周年を非常に大切にしておりますが、75

周年を迎える国連が持続可能な開発目標を「SDGs（エスディージーズ）」と呼んでおりますが、それをロー

タリーも一緒になって手をつないで国連と共に頑張っていきましょうというのを 4 つめに挙げられました。

地区の方でも、R.I.の方針に従って Connect、まず地域社会をつなぎ、Transform、多様性に富んだ会員組

織へ変革していこうという方針を掲げました。 

女性会員と若い会員については、このクラブには言う事がないので、このまま続けて頂ければいいので

はないかと思います。年間の地区が目標にしている数値があるのですが、このクラブはなんと地区が出した

数値をそのままに 100％達しておられます。例えば米山であれば 17,000 円くらいを米山に充てて下さいと

地区が出したところ、きちんと 17,000 円、それから財団の基金としては 160 ドルと地区の方で言いました

らきちんと 160 ドル、そして、ポリオにつきましては 30 ドルなのですが、こちらもきちんと 30ドル、地区

がサジェストしたものをきっちりやって頂いております。大変結構なクラブだと思っています。会員増強を

純増 1名と地区から出したのですが、なんとこのクラブは純増 4名にします、女性の純増も 2名と書かれて

おり、非常に頼もしく思って、こちらに来させて頂くのを非常に楽しみにしておりました。これは全部奥田

ガバナー補佐の方でちゃんとノートにして送ってくれていますので読ませて頂いているだけですが、本当に

このクラブは素晴らしいです。 

来年の 6 月 6日から 10日まで、ハワイで世界大会が開催されます。これにぜひ参加して頂きたいと思う

のですが、実は日本で一番初めに R.I.会長になられた方が東ヶ崎潔さんと言いますが、その方の時の世界

大会の場所がやはりハワイでした。それと同じ場所で来年我々の国際大会が開かれる、これも何かの縁では

ないかと思います。ハワイは人気の旅行先ですが、ぜひ国際大会にも参加して頂ければと思います。東ヶ崎

潔さんの時のテーマは Participate、「参加しましょう」です。参加しなければ、せっかくのロータリーク

ラブから何も得られないのではないか、だからまず参加して下さい、同時に Participate の横に日本語で

「敢行しよう」とありました。これは少々難しい問題があってもそれをどんどん乗り越えていきましょうと

いう意味の「敢行」です。ハワイだから「観光(Sightseeing)」と思わないで、何事にも挑戦してやって

行って下さいという風な事を Participate という一言で彼は述べておられます。ですから、国際大会におい

てもそのあたりを思い出しながらできれば皆さんで出席して頂けたらと思います。これでガバナーのスピー

チを終わらせて頂きますが、このクラブは最高です。ありがとうございました。 

 


