
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２２日(日)第２２回（通算２１４５号） 

  

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

本年度第２２回〔１２月２２日(日)〕      本年度第２３回〔 １月 ９日(木)〕 

プログラム   プログラム 

「年 末 家 族 例 会」  ・「会長・幹事  年頭挨拶」 

 17：30 受付開始  会長 星島一夫・幹事 橋本正弘 

 18：00～20：30  ・「創立 45 周年決起大会」 

     

 於:緑風館 2F春秋の間   於:大歳の間 

     シンギング 

   「君が代」 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会合予告  

定例理事会⑦ 1月 9日(木) 例会終了後 例会場 

エレクト理事会② 1月 16日(木) 例会終了後 例会場 

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 

神戸須磨 R.C.との合同例会  2月 19日(水)  須磨観光ハウス 

地区大会 2月 22日(土)･23 日(日)  神戸ポートピアホテル 

 

幹事報告 

添付書類 「エレクト理事会 議事録(訂正分)」 

 

① 本日は年内最終例会です。12月 26 日(木)・1月 2日(木)は休会です。次回例会は 1 月 9日

(木)です。事務局の出勤日は 12月 23日(月)、年始は 1月 6日(月)より勤務となります。 

 

 

 

 

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。 



② ・・・第 22 回発達障害理解のための基礎と実践講座のご案内・・・ 

 日 時：2020年 1月 25日(土)13：00 開場 13：30～16：30 

 場 所：神戸芸術センター「芸術劇場」 

 登 録 料：ロータリアン 2,000円  一般無料 

プログラム：「国立大学大学院ドクターコースを修了した成年 Kさんとの対談」 

 〜自閉症スペクトラムと共に生きる〜 

 対談：青年 K さん(現在 A科学研究所に勤務) 

 講師：竹田契一氏［大阪教育大学名誉教授・大阪医科大学 LD センター顧問］ 

 「中高生のゲーム障害の診断と治療について」 

 〜ゲーム依存から抜け出すには〜 

 講師：片上素久氏［大阪市立大学医学部付属病院神経精神科］ 

   ※詳細及び参加希望される方は事務局まで。  

 

１２月１２日(木) 例 会 報 告                             

◆ゲ ス ト 神戸徳洲会病院 院長·心臓血管センター長 樋上哲哉先生(ゲストスピーカー) 

◆欠 席 者 藤本君·増田君·森田君·山中君·安井君·吉川君 

◆メークアップ 由良君(北海道 2500 ロータリーEクラブ)12/10、善國君(神戸西神 R.C.)12/12、 

 小坂君(明石東 R.C.)12/12 

◆出 席 率  会員数２８（１９）名 出席者２２／２４名 出席率 91.67％  

 出席率(メークアップ含まず)83.33％ 11/28補正 91.67％ 11 月平均出席率 88.87％ 

   

会長報告 

 疾病予防と治療月間にちなんで、今日は、神戸徳洲会病院院長で心臓血管外科センター長でも

あられます、樋上哲哉先生に本日の卓話をお願い致しました。心臓疾患のエキスパートであり、

また、札幌 RC、 その後に札幌東 RCのメンバーでもあった元ロータリアンの先生のお話を伺え

る貴重な機会を得られました。年内家族例会前の例会を飾るにふさわしいゲストスピーカーを

お迎えできました。卓話を楽しみにしております。 

2019 年も間も無く終わりを迎えます。私ごとですが、天ノ下に旧別所外科を第三者継承して

「別所整形外科・外科医院」として開設、開業したのが 2000 年 1月 4日、開業 20年が過ぎよ

うとしております。その間の日本の経済のことを考えますと、あまり芳しくない時代が続いて

おり、新規開業医にとっては逆風の中での開業になりました。デフレ下の経済の中、医療費も

抑制をという社会情勢で、医療機関収入は完全な停滞時代に入った時期でした。 

 そして、20 年たち、日本の経済はどうなったか、12 月 10日の日経新聞の第一面にショッキン

グな記事が掲載されておりました。「価格が映す日本の停滞 ディズニーやダイソー、世界最

安値」というものです。思い出しますと、開業当時は 100円ショップという業務形態がまさに

全盛という時で、ダイソーは 2000年にベンチャーオブザイヤーとして表彰されているというこ

とです。それが、現在、タイのバンコクでのダイソーの店頭価格は日本円換算で 214 円だそう

であります。この 20 年間の日本の成長というものが世界の中でも悪かったということになるの

ではないかと思いますが、その中で、会員減少もある中、我がクラブはなんとか会費も維持し

つつ頑張ってきたのだなと思います。ロータリーの会員増強には、経済成長が何より大事なの

ではないか、とも思います。そして、会員の増加によって逆に会費の値下げも可能ではないか

と思っております。今年度、下半期への課題としたいと思っています。 

本日の一句 「冬の靄 行き交うバスも 窓曇る」 

 

親睦活動委員会 

 12月 22日(日)の年末家族例会は、委員の方は必ず 16：30にご集合下さい。委員以外の方も 

助けて頂けると嬉しいです。よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 



45周年実行委員会 

 本日、「創立 45周年記念事業実行委員会 組織表」を配付しております。お目通し下さい。 

あくまでも原案ですので、当日ご都合が悪いというような事がありましたらまた調整させて頂

きます。お名前を挙げさせて頂いた方はよろしくお願い致します。特に名前が挙がっておられ

ない方も、45周年を我々神戸垂水 R.C.ワンチームで頑張りたいと思いますので、よろしくお願

い致します。 

 

ニ コ ニ コ 箱（本日合計４，０００円／累計４６８，０００円） 

 藤田君(樋上先生、本日の卓話楽しみです。よろしくお願いします)、木下君(三木谷さん、サッ

カーのチケットありがとうございました!!実行委員会の皆様、例会終了後よろしくお願いします) 

 

エンジョイＢＯＸ(本日合計５，０００円／累計１３４，４２０円) 

 星島君(樋上先生、本日の卓話楽しみです) 

 

☆他クラブよりのお知らせ 

 例会変更 

  明 石 R . C . 1月 8日(水)を 9日(木)に変更 新年親睦例会の為 

  神戸西神 R.C. 1月 9日(木) 生田神社新年特別祈祷の為 

  神戸ベイ R.C. 1 月 28日(火)を 31 日(金)に変更 新年会の為 
 
 休 会 

  1月 1 日(水) 神戸須磨 R.C. 明石 R.C. 

  1月 2 日(木) 神戸モーニング R.C. 神戸 R.C. 神戸西神 R.C. 明石東 R.C. 

  1月 3 日(金) 神戸西 R.C. 

 

会合開催報告 

 ・45周年実行委員会⑤ 12月 12日(木)例会終了後 於:例会場 出席者:11名 

 

1月プログラム予告(予定) 

  2日  休 会(年始の為) 

  9日 「会長・幹事年頭挨拶」会長 星島一夫 幹事 橋本正弘 「創立 45 周年決起大会」 

 16日 「年男・年女 新春放談」 増田泰子・山中 勉・小坂敏哉 各会員 

 23日 「職業奉仕月間に因んで」 職業奉仕委員長 木下 保 

 30日 「炉辺例会 皆で大いに語ろう ロータリーを楽しく」 

 

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） 

※12月 23日(月)・25 日(水)・27日(金)・30 日(月)・31日(火)、1 月 1日(水)～3日(金)は 

 各クラブ休会です。 

月日 時間 クラブ名/会場 プログラム 

12月 24日 

（火） 

12:30 神戸東 *1 →17：30～に変更 忘年家族例会の為 

12:30 神戸ベイ *3 →20日(金)に変更 忘年会の為 

18:30 神戸六甲 *2 休 会 

18:30 神戸中 *1 →例会変更 クリスマス家族例会の為 

12:30 明石北 *5 休 会 

12月 26日 

(木) 

7：00 神戸モーニング *8 年次総会·忘年例会 

12:30 神戸 *4 

休 会 12:30 神戸西神 *7 

18:00 明石東 * 



1月 6 日 

(月) 

12:30 神戸東灘 *3 新年挨拶      会長·副会長·幹事·四大奉仕委員長 

18:00 神戸南 *4 新年例会·会長新年ご挨拶        須浪道広会員 

1月 7 日 

（火） 

12:30 神戸東 *1 未 定 

12:30 神戸ベイ *3 卓 話                 前田 烈会員 

18:30 神戸六甲 *2 新年初例会 

18:30 神戸中 *1 
ガバナー補佐·四役年頭挨拶  

奥田祐司 G 補佐·岩野 昭会長·吉田泰弘副会長·吉井邦弘 SAA·松本孝史幹事 

12:30 明石北 *5 新年挨拶         吉川 悟会長·岸本泰浩幹事 

1月 8 日 

（水） 

12:30 神戸須磨 *6 新春年男放談      伊富貴常雄·合田新一郎各会員 

12:30 明石 *5 →9日(木)18：00 に変更 新年親睦例会の為 於:明石菊水桜町本店  

1月 9 日 

(木) 

7：00 神戸モーニング *8 新年挨拶·今年の抱負             全会員 

12:30 神戸 *4 未 定 

12:30 神戸西神 *7 →例会変更 新年例会 新年特別祈祷 於:生田神社 例会 於:神仙閣  

18:00 明石東 * 会長·幹事年頭挨拶       阪田真也会長·東誠幹事 
 
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＞ 

 

・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 

 


