
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１１月 ７日(木)第１７回（通算２１４０号） 

  

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

本年度第１７回〔１１月 ７日(木)〕      本年度第１８回〔１１月１４日(木)〕 

プログラム＜ミリオンダラーズミール＞   プログラム 

    「垂水区令和元年度の取り組み 

 「クラブフォーラム 45周年について」 ～住みたい 住み続けたいまち 垂水～」 

      垂水区長 八木  真氏 

  於:大歳の間   於:大歳の間 

       

シンギング  シンギング 

 「君が代」  「それでこそロータリー」 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11月誕生祝 新井君 11日 八代君 16日 

 

11月結婚祝 近平君 6日 

 

会合予告  

定例理事会⑤ 11月 7日(木) 例会終了後 例会場 

ロータリーほろにが会 11月 30日(土) 18：30～ 北野クラブ SORA 

年末家族例会 12月 22日(日) 18：00～20：30 舞子ビラ本館 2F六甲の間 

 

 

 

 

本日の MENU  ハッシュドビーフ・グリーンサラダ 他 

本日の BGM 「紅葉」「旅愁」 他 

 

２０１９年１１月 ７日 

神戸垂水ロータリークラブ 

会 員 各 位 

会 長 星島一夫 

 

年次総会のお知らせ 

 

定款第８条第２節、クラブ細則第３条第１節により、１２月５日(木)例会終了後、 

当クラブの年次総会を開催致します。 

 

議題 次々年度会長及び次年度幹事･会計･理事選出 

  



幹事報告 

 回覧物 「財団室 NEWS 11月号」 
 

① 次々年度会長及び次年度幹事･理事候補者指名用紙を配付しています。11月 20 日(水)まで

に幹事へ郵送・FAX、または手渡しにてご提出よろしくお願い致します。 

② ガバナー事務所より、「令和元年 9月台風 15号千葉県災害」支援ご協力に対するお礼状を

頂きました。R.I.2790地区(千葉県)へ全額 2,422,247 円が送金されました。 

③ 11月 21日(木)は定款により休会です。 

④ 2019年手続要覧 日本語版 事前注文のご案内が届いております。ご入用の方は事務局まで

お申し出下さい。(12月頃入荷予定・価格 10 ドル) 

⑤ 11月のロータリーレートは 1ドル 108円です。(現行 1ドル 108円) 

⑥ ・・・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)・・・ 

＜篠山 R.C.＞ 

日 時：2019 年 11月 30 日(土) 受付 13：30 フォーラム 14：00～16：00 

場 所：丹波篠山市民センター 多目的ホール 

プロジェクト名：認知症に強い地域づくり支援事業 

※メークアップ不可。会場の都合上、登録先着 10名まで。 
 
＜豊岡 R.C.＞ 

日 時：2019 年 12月 1日(日)17：30～20：00（17：00～受付） 

場 所：アールベル・アンジェ豊岡 

プロジェクト名：豊岡で暮らす外国人と市民との国際交流イベント 

※メークアップ可。会場の都合上、登録先着 5名まで。食事を提供致しますので、 

 飲食費として 3500 円頂きます。(アルコール類の提供は致しません） 

⑦ ・・・県立明石高等学校インターアクトクラブ 認証状伝達式のご案内・・・ 

 日 時：2019年 12月 22日(日)登録受付 12：30～  

 開会 13：00 終了 15：00(ティーパーティー含む) 

 会 場：ホテルキャッスルプラザ 3F(先般ご案内のあった会場からこちらに変更になりました)  

※詳細及び参加希望される方は事務局まで。 

 

先週の幹事報告追加分 

① ガバナー月信 11月号、ロータリーの友 11月号を配付しています。 

② 三木谷会員より 11月 2日(土)のヴィッセル神戸対ベガルタ仙台の観戦チケットを 8 枚ご提

供頂きました。本日の例会終了時までに私の方までお申し出頂ければお渡しいたします。

三木谷会員、ありがとうございました。 

 

１０月３１日(木) 例 会 報 告                             

◆ゲ ス ト 有限会社プロシード 会長・一般財団法人神戸暮らしの学校 代表理事  

 村山順子氏(ゲストスピーカー)、澤村美由貴さん(会員ご夫人) 

◆ビジター 薮田亘康氏･吉元 進氏(明石東 R.C.) 

◆欠 席 者 近平君･小坂君･増田君･森田君･田中君･鴇田君･吉川君 

◆メークアップ 鷲尾君(神戸須磨 R.C.)10/23、永田君(神戸東灘 R.C.)10/28 

◆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)87.50％ 10/10補正 95.83％ 
 
会長報告 

 今朝は、首里城が全焼するという、大変ショッキングなニュースで始まりました。11時間後に

鎮火したとのことですが、沖縄のシンボルの 1日も早い再建を願いたいと思います。 

 10月 23日、舞子ビラにて、優秀警察官表彰の「わたつみ賞」の表彰式があり、協賛団体の会長

として出席させて頂きました。同日午前には、第 2680 地区のプロバスクラブの交流会がありま

したが、澤村副会長、橋本幹事に出席をお願い致しました。プロバスクラブからお二人へのお

礼状が届いております。ありがとうございました。 

 さて、10月 22日即位礼正殿の儀がおこなわれ、天皇陛下の即位が内外に宣言されました。高御



座に天皇陛下が登られたその時に、雨が止み、虹が出るという奇跡のような即位式でありまし

た。私は、陛下とは同級生でありまして、なんとも感慨深いものがあります。 

その同日、元国連難民高等弁務官の緒方貞子さんがお亡くなりになりました。ご存知の方も多

いと思いますが、緒方貞子氏は 1951 年、日本人として 2人目、女性としては初のロータリー国

際親善奨学生としてワシントン D.C.のジョージタウン大学大学院へ留学されました。その後の

ご活躍を経て、2016-17年度ロータリー学友世界奉仕賞が贈られました。緒方氏によれば、

「ロータリー奨学生として留学中、社会奉仕の重要性を学んだだけでなく、ロータリアンの

方々との交流を通じて、見識を広げ、さまざまな経験ができた」「『超我の奉仕』というロー

タリーのモットーに深い感銘を受け、以来、これが私の人生の指針となってきました」と述べ

られています。これから様々な追悼が行われるでしょうが、ロータリーの関わりがあったとい

うことについて、皆様にぜひご記憶いただきたいと思います。 

 さて、45 周年記念事業もあと 155 日であります。実行委員会で着実に作業を進めておりますが、

会長として皆様にお考え頂きたいことがあります。45 周年事業で特定の者が協力金を支払うと

いう、過去の周年事業で見られた不公平をできる限りなくしたいということ、さらにそのあと

に 50 周年事業をも控えていることなどから、「本年度後期からの周年事業積立金額を半期 1万

円とすること」を検討したい、と思っております。是非、ご協力を頂きたく思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

本日の一句、即位礼正殿の日にちなみまして、「秋雨を 留める光 虹を呼び」 

 

ゴルフ同好会 

 本日、関係される方に最新版のメンバー表を配付しております。11 月 3日(日)、三木ゴルフ 

倶楽部で行います。集合時間は 9：00です。写真を撮りますのでスタート前のグリーン横に 

ご集合よろしくお願い致します。その後、予定通り 18：30から中華料理を予定しております。

舞子ビラから送迎車を利用される 8 名の方は 18：00 に出発しますのでよろしくお願い致します。 

 

45周年実行委員会 

 本日例会終了後、委員会の小委員会を開催します。声をかけさせて頂いている方以外でも興味

のある方はぜひご参加下さい。よろしくお願い致します。 

 

澤村会員 

 この時期に私からのお知らせという事は皆さんすぐにわかって頂けると思いますが、来週中に

ご自宅の方に送りますので心待ちにしておいてください。 

 

ニ コ ニ コ 箱（本日合計２１，０００円／累計３９４，０００円） 

 藤本君(東京の美大に在学中、21歳の孫の話です。20日(日)の大学の学園祭での事です。なん

と出品していた孫娘の絵をと購入希望者が現れたそうです。1.語彙力がある 2.発想力がある 

という理由でこの絵が気に入ったそうです。(B4サイズのちいさいもの)ああ、典彦氏は向こう

から次々と喜ばせて下さいます)、乾君(先日結婚記念日のお祝いの花が届きました！いつも頂

くとホンワカムード、夫婦和合の秘訣！ロータリークラブの良さが伝わって参ります。ありが

とうございました！)、木下君(本日実行委員会よろしくお願いします)、澤村君(村山順子様、

素晴らしい卓話になると思います。感謝いたします)、八代君(村山様、本日はよろしくお願い

します。今日は娘が初めて買ったマイカーを運転して来ました♪) 

    10 月ニコニコ箱合計６１，０００円 

    10 月エンジョイ BOX 合計１４，０００円 
  
会合開催報告 

 ・第 28回兵庫県  10月 23日(水)10：30～14：00 於:舞子ビラ 

  プロバスクラブ交流会 出席者:澤村副会長･橋本幹事 

 ・わたつみ賞授賞式 10月 23日(水)13：00～ 於:舞子ビラあじさいホール 

   出席者:星島会長 

 ・45 周年実行委員会 10月 31日(木)例会終了後 於:例会場 出席者:11 名 

 

 



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 
 

11 月 8日

（金） 
12:30 神戸西 *1 休 会(定款により) 

11月 11日 

(月) 

12:30 神戸東灘 *3 ロータリー財団月間     苦瓜ロータリー財団委員長 

18:00 神戸南 *4 新入会員卓話        大森基樹会員･梶原政美会員 

11月 12日 

（火） 

12:30 神戸東 *1 
青少年交換プログラム長期派遣を終えて（仮題) 

2018-19 年度 R.I.2680 地区ロータリー青少年交換長期派遣生 清水恵理さん  

12:30 神戸ベイ *3 クラブアッセンブリー 

18:30 神戸六甲 *2 職業奉仕委員会卓話          職業奉仕委員会 

18:30 神戸中 *1 →例会変更 職場訪問の為 

12:30 明石北 *5 私の人生 米山奨学生報告    パーラーレンディさん 

11月 13日 

（水） 

12:30 神戸須磨 *6 わかっちゃいるけど           米田睦雄会員 

12:30 明石 *5 
健康寿命と印象アップのための正しい姿勢と歩き方 

一般社団法人シーズ･シーズウォーキングスクール明石校代表 土屋佳子氏  

11月 14日 

(木) 

7：00 神戸モーニング *8 会員卓話                原 崇浩会員 

12:30 神戸 *4 犯罪傾向からみる警備業の現況と将来について 山内良介会員  

12:30 神戸西神 *7 
アイデアソンハッカソンについて  

NPO法人アイ･コラボレーション神戸 理事長 板垣宏明氏 

18:00 明石東 * 会員卓話      三輪拓也･宮崎年容･濱田和仁各会員 
 
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＞ 
 
・米 山 日 本 文 化 セ ミ ナ ー 

日 時：2019 年 11 月 10 日(日) 7：45 集合(JR 三宮南東すぐ神姫バスターミナル) 18：50 三宮解散(予定) 

行 程：豊岡方面 

会 費：奨学生無料 学友会 3,000 円 カウンセラー5,000 円 その他ロータリアン 7,000 円 

出席者：米山奨学生 チョーテッソーさん・カウンセラー 永田会員 

 

・第 2 回 神戸第 2 グループ 会長･幹事会 

 日 時：2019 年 11 月 21 日(木)19：00～ 

 場 所：東天紅 神戸三宮センタープラザ店（神戸三宮センタープラザ 19階） 

  会 費：8,500円 

 議 題：①各クラブの現況報告 ②IM について:内容説明とお願い ③その他 ④次回日程について 

 

・ロ ー タ リ ー 研 修 デ ー 

日 時：2019 年 12 月 1日(日) 

 第 1 部 登録受付 12：30～ セミナー 13：00～15：00(3 セミナー同時開催) 

 第 2 部 登録受付 14：45～ セミナー 15：15～17：15(2 セミナー同時開催) 

場 所：神戸ポートピアホテル 

登録料：無 料 

 

 

 



 セミナー名 主催者の希望するクラブ出席者 

第 1 部 

社会奉仕・公共 

イメージ合同セミナー 

社会奉仕委員長か委員(クラブから１名)及び公共 

イメージ委員会、ロータリー情報委員会、広報委員

会、雑誌委員会、週報委員会等公共イメージや広報に

関連する委員会の委員長か委員(クラブから１名） 

※参加者は補助金申請・補助金管理マニュアルを 

ご持参下さい。 

国際奉仕セミナー 国際奉仕委員長（1名） 

危機管理(青少年関連) 

セミナー 

危機管理委員長、青少年プログラム担当責任者(青少年

奉仕委員長、青少年交換委員長など)（2名） 

第 2 部 

ロータリー財団セミナー 
ロータリー財団委員長、会長、会長エレクト、財団奨

学金制度に関心のある方（2名） 

クラブ管理運営セミナー 

会長・会長エレクト・会長ノミニー予定者、戦略計画

委員会に類する委員長、クラブ管理運営委員会に類す

る委員長（2～3名） 

 

・2020-21 年度地区補助金管理セミナー 

 日 時：2019 年 12 月 15 日(日)13：30～16：50 

 場 所：神戸ポートピアホテル 本館地下 1階 和楽の間 

 出席者：八代会長エレクト 

 ※「新版補助金申請・補助金管理マニュアル」を事前にお目通しの上、セミナー当日に 

  ご持参下さい。 

 


