
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１２月 ５日(木)第２０回（通算２１４３号） 

  

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

本年度第２０回〔１２月 ５日(木)〕      本年度第２１回〔１２月１２日(木)〕 

プログラム   プログラム 

 由良 博 旅シリーズ   「突然命を奪う心臓疾患 

「カナディアンロッキー紀行」 ―その予防法と先進医療―」 

  由良  博会員  神 戸 徳 洲 会 病 院 

     院長・心臓血管センター長 

 於:大歳の間  樋 上 哲 哉 先 生 

     於:大歳の間 

 

シンギング  シンギング 

 「君が代」  「神戸垂水ロータリーソング 3番」 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月結婚祝 鴇田君･小林君 2日 藤田君 16日 

 

会合予告  

年次総会 12月 5日(木) 例会終了後 例会場 

定例理事会⑥ 12月 5日(木) 年次総会終了後 例会場 

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 

神戸第 2グループ I.M. 2月 15日(土) 13：30登録開始 

14：00～19：00 

神戸ポートピアホテル 

地区大会 2月 22日(土)･23日(日)  神戸ポートピアホテル 

 

 

 

本日の MENU 豚肉のトマト風味炒め･海老のチリソース･飲茶 3 種盛り合わせ･沖縄産もずくスープ 他  

本日の BGM 「灯台守」「明日へ」 他 

 

２０１９－２０２０年度下半期会費納入のお願い 
 
幹 事 橋本正弘 

 
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。 



幹事報告 

 配付物 「ガバナー月信 12月号」「ロータリーの友 12月号」 

 回覧物 「財団室 NEWS 2019年 12月号」 

「財団だより 第 46号(公益財団法人ひょうご子どもと家庭福祉財団)」 

「2018年度事業報告書(一般財団法人比国育英会バギオ基金)」 

 

① 本日例会終了後、年次総会を開催致しますのでご出席よろしくお願い致します。 

② 年末年始の例会予定は下記の通りです。 

2019年 12月 22日(日) 年末家族例会 

   (12月 19日(木)の例会を 22日(日)に変更） 

 12月 26日(木) 休 会(定款により) 

2020年 1月 2日(木) 休 会(年始の為) 

 1月 9日(木) 新年初例会 

③ 12月のロータリーレートは現行と変わらず 1ドル 108円です。 

④ 神戸国際大学附属高等学校 I.A.C.の 12 月例会は 6 日(金)·20 日(金)14：00～14：30 です。 

 

１１月２８日(木) 例 会 報 告                             

◆ビジター 11/21 柳川晃良氏(神戸東 R.C.)、原田 正氏(神戸 R.C.)、 

  宇賀浩生氏(神戸須磨 R.C.)、河合敏三氏(神戸西神 R.C.) 

 11/28 冨永龍弘氏(神戸須磨 R.C.) 

◆欠 席 者 新井君·磯田君·小坂君·増田君·森田君·安井君·吉川君·由良君 

◆メークアップ 澤村君(ロータリー研究会)11/17·18·19、永田君(米山面接官オリエンテーション)· 

 (伊丹 R.C.)11/23、木下君(明石東 R.C.)11/28 

◆出 席 率  会員数２８（１９）名 出席者２０／２４名 出席率 83.33％  

 出席率(メークアップ含まず)83.33％ 11/7補正 88.00％ 11/14補正 86.96％ 

 

会長報告 

 第 19回の例会となりました。先週の木曜日、例会はお休みだったのですが、神戸第 2グループ

の会長·幹事会があり、出席してまいりました。奥田ガバナー補佐より、来年 2月 15日(土)、

神戸ポートピアホテルでのインターシティミーティング(I.M.)がありますとのお知らせがあり

ました。全員登録でぜひお願いしたいという事と各クラブ代表による 5分間のスピーチの依頼

がありました。「ロータリーに入会して感じた事、気付いた事」というテーマでのスピーチを

して頂きたいという事です。どなたかにお願いすると思いますのでぜひよろしくお願いします。 

 本日は 11月 28日、我がクラブの創立記念例会となりました。1974 年といいますと昭和 49年、

終戦から昭和の終わりまでのほぼ真ん中の年であります。この年に何が起きたのかをグーグル

検索してみました。1月は長崎の軍艦島の鉱山が閉山。2月は 24年間朝日新聞に掲載されてい

たサザエさんが掲載終了。3月は小野田寛郎陸軍少尉がフィリピン·ルバング島から帰還。8月

はアメリカでウォーターゲート事件が起きニクソン大統領が辞任、フォード副大統領が大統領

に就任。10月は巨人の長嶋茂雄が現役引退。11月は田中角栄首相が退陣表明。この年のプロ野

球日本シリーズ優勝はロッテオリオンズ。ベストセラー小説は「カモメのジョナサン」、宝塚

では「ベルサイユのばら」が初演を迎えています。流行っていた歌は森進一の「襟裳岬」、山

口百恵の「ひと夏の経験」、映画は「ノストラダムスの大予言」だそうです。ノーベル平和賞

は佐藤栄作元首相が受賞されています。振り返りますと、45年前ではありますが、現在につな

がっていく様々な事が起こったのだなと思いました。来年の 4月の記念例会は、当クラブのつ

ながりを再確認する例会·祝賀会にしたいと思います。 

 本日の一句です。連休に京都に行っておりましたので「京の秋 鴨の河原も 草紅葉」 

 

親睦活動委員会 

 次週例会前の 17：30より、委員会を開催致します。年末家族例会の役割の件です。改めてご案

内は FAXします。委員の方はご出席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、委員会を開催しますのでよろしくお願い致します。 

 

澤村会員 

 日本全国のガバナー・パストガバナー・地区委員長等が集まります第 48回ロータリー研究会が

開催され、昨年ガバナー補佐をさせて頂いたこともあり出席資格がございましたので出席致し

ました。マローニーR.I.会長夫妻と記念撮影させて頂きました。パンフレットと写真を回覧し

ています。来年機会があれば卓話の時にご報告させて頂ければと思います。 

 

ゴルフ同好会 

 12月 15日(日)の忘年ゴルフコンペ・忘年会のご案内です。垂水ゴルフ俱楽部でコンペ開催後、

増田屋で親睦忘年会を行う予定です。今週末に締め切らせて頂きたいと思いますのでよろしく

お願い致します。 

 

☆善國会員に第 7回マルチプル米山功労者の感謝状をお渡ししました。 

 

ニ コ ニ コ 箱（本日合計４，０００円／累計４４５，０００円） 

 藤田君(中塚会員、山中会員、本日の卓話楽しみです)、木下君(本日 45周年実行委員会よろし

くお願いします)、八代君(群馬→東京→岐阜→東京と昨日で 11 月の出張がやっと終わりました。

久し振りに皆さんと会えて嬉しいです) 

    11 月ニコニコ箱合計 ５１，０００円 

 

エンジョイＢＯＸ(本日合計１０，０００円／累計１２４，４２０円) 

 山中君(本日はよろしく) 

    11月エンジョイ BOX合計 ３８，０００円 

 

会合開催報告 

 ・ロ ー タ リ ー 研 究 会 11月 17日(日)·18日(月)·19日(火) 於:神戸ポートピアホテル 

      出席者:澤村元ガバナー補佐 

 ・神戸第 2 グループ会長幹事会 11月 21日(木)18：30～ 於:東天紅 出席者:星島会長 

 ・45 周年実行委員会④ 11月 28日(木)例会終了後 於:例会場 出席者:13名＋事務局 

 

 

 

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 
 

12月 6日

（金） 
12:30 神戸西 *1 「間違いだらけの医療情報」(パート 2) 芦名 謙介会員 

12月 9日 

(月) 

12:30 神戸東灘 *3 卓 話 

18:00 神戸南 *4 心と体に優しい茶(ティー) 日本ティーコンシェルジュ協会 神戸校校長 田中美穂さん 

12月 10日 

（火） 

12:30 神戸東 *1 ロータリー学友会            松下 衛会員 

12:30 神戸ベイ *3 卓 話                老田新一郎会員 

18:30 神戸六甲 *2 会員卓話                中島健治会員 

18:30 神戸中 *1 会員卓話                大田 宥会員 

12:30 明石北 *5 →8日(日)に変更 クリスマス家族例会の為 

12月 11日 

（水） 

12:30 神戸須磨 *6 →14日(土)に変更 忘年例会･家族懇親会の為 於:神戸ポートピアホテル  

12:30 明石 *5 骨の健康講座＆骨密度測定回 雪印ビーンスターク株式会社･管理栄養士 木村明子さん  



12月 12日 

(木) 

7：00 神戸モーニング *8 会員卓話                簡 智行会員 

12:30 神戸 *4 
新竹 R.C.姉妹提携記念例会 台湾現状と対日関係 

台北駐大阪経済文化辯事処 処長 李世丙さん 

12:30 神戸西神 *7 疾病予防と治療月間卓話         山崎市雄会員 

18:00 明石東 * →14日(土)に変更 会員家族親睦クリスマス会の為 
 
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＞ 

 

・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。 

 

・2 0 1 9 - 2 0 年 度  地 区 大 会 

  開催日：2020年 2月 22日(土)～2月 23日(日) ※23 日(日)本会議には昼食をご用意しております 

 開催地：神戸ポートピアホテル・ポートピアホール 

 登録料：会員 13,000 円・ご家族 8,000円・ロータリーファミリーの集い 3,000円 

   RI会長代理歓迎晩餐会 21,000円 

 ＜プログラム案＞ 

 [2月 22日(土)] 

 14：30～18：00   ロータリーファミリーの集い 

                    出席対象者：全ロータリアン･インターアクト顧問･インターアクター･ 

    ローターアクター･ローターアクト学友･RYLA学友･ 

    青少年交換学友･青少年交換来日生･派遣候補生 

    ホストファミリー･ロータリー財団学友･米山記念奨学生 

    並びに米山学友･PHD協会 

 15：00～15：50  大会特別委員会 

 16：00～17：00  会長・幹事会(2018-19年度決算報告他、RI会長代理講話) 

    出席要請対象者：パストガバナー、ガバナー補佐、各クラブ会長、幹事 

 17：30～19：30 RI会長代理歓迎晩餐会 アトラクション：スーパーストリングスコーベ 
  
 [2月 23日(日)] 

 9：00 受付開始  10：00 本会議 第 1部  12：00 昼食(ご用意しております) 

 13：00 ブラスバンド演奏(甲南高校･中学校ブラスアンサンブル部) 

 13：30 朝原宣治･奥野史子夫妻トークショー  15：00 本会議 第 2部  16：10 閉会 

 16：30 会員家族懇親会 

 

 

 


