
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２０年 １月２３日(木)第２５回（通算２１４８号） 

  

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

本年度第２５回〔 １月２３日(木)〕      本年度第２６回〔 １月３０日(木)〕 

プログラム   プログラム 

 「唱 歌 練 習」    炉 辺 例 会 

 ♪中華民國國歌  「皆で大いに語ろう  

 ♪R-O-T-A-R-Y   ロータリーを楽しく」 

  

  於:大歳の間   於:大歳の間 

 

シンギング   シンギング 

「たきび」  「中華民國國歌」「R-O-T-A-R-Y」 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会合予告  

定例理事会⑧ 2月 6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) 17：30～20：00 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 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

本日の MENU 豚肉のトマト風味炒め·白身魚のスパイスかけ·飲茶三種盛り合わせ 他 

本日の BGM 「小さな空」「冬の星座」 他 

 



幹事報告 

ガバナー事務所より、「空地啓一パストガバナーを偲ぶ会」のご案内が届きました。昨年 12月

16日満 93歳にてご逝去され、密葬の儀はすでに近親者のみで相済ませましたとの事です。 

  日 時：2020年 2 月 11日(火·休) 9：00受付 10：00開会 

  場 所：姫路商工会議所 2Fホール    

 ※ご供物・ご香料の儀は固くご辞退されています。 

 ※8：45より姫路駅南バスロータリーから姫路商工会議所間のシャトルバスを随時運行して 

  おりますのでご利用下さい。 

 

１月１６日(木) 例 会 報 告                             

◆ビジター 岩﨑重暁氏(神戸中 R.C.)、門脇正英氏(神戸モーニング R.C.) 

◆欠 席 者 河合君·森田君·永田君·鴇田君·渡邉君·安井君·吉川君·由良君 

◆出 席 率  会員数２８（１９）名 出席者２０／２５名 出席率 80.00％ 

 出席率(メークアップ含まず)80.00％ 

 

会長報告 

① 皆さま、こんばんは。二十四節気で言えば「小寒」という季節になりました。これから、

寒という一年でももっとも寒い季節になるということですが、「冬至より一陽起こる故に

陰気に逆らふ故、益々冷える也」という事だそうです。冬至で太陽の出る時間が短くなっ

て陰の気が強いのに、少し太陽が出る時間が長くなって、陰の気に逆らったため、ますま

す冷えるのだという、わかったようなわからないような理由だそうです。これから立春ま

での時期が「寒」の時期となり、健康面でもインフルエンザをはじめとする様々な問題の

起きる可能性が高まる時期です。会員の皆様も健康に留意されて、乗り切って頂きたいと

思っております。 

さて、今日は恒例の年男年女の新春放談の例会です。おめでたいこの時期に抱負を語って

頂く楽しい例会を期待しております。さて、お正月でありますが、なぜめでたいのか、実

はその理由はよくわかっていないようです。旧正月は、太陰暦との関係で、立春の前後で

すので先ほどの二十四節気、天文学との関係もよくわかるので、中国や他の東南アジア諸

国では、旧正月の方を重視しているのはご存知と思いますが、太陽暦では、特に天文学的

な特徴がありません。竹田恒泰氏によりますと、一年の初めを「おめでたい」というから

「おめでたくなる」、「一年通しておめでたくなる」という、いわば言霊を呼ぶためでは

ないかとの話をされていました。また、別の説によりますと、今の正月は、かつては夏の

盆と対応して、半年ごとに先祖を祀る行事であったのが、仏教の影響が強くなるにつれて、

盆は仏教行事の盂蘭盆会と習合して先祖供養の行事とし、対する正月は年神を迎えてその

年の豊作を祈る「神祭り」として位置付けられるようになった、とのことです。新しい年

が始まるけじめとして、その年の仕事や事業、商売がますます繁栄するように、神に祈り、

また、それに対する努力を誓う、というものになったとも考えられます。まさに、職業へ

の奉仕を新たに誓う、という職業奉仕月間であるというのが誠に相応しいようにも思われ

ます。 

この連休、成人の日に大阪は日本橋の国立文楽劇場で新春文楽公演に行きました。その帰

り、近くにある仁徳天皇の難波高津（たかつ）の宮のあとに建てられた高津宮（こうづぐ

う）にお参りをして 45周年の成功を祈って参りました。 

そこで、本日の一句「成人の 振袖 社（やしろ）の 花となり」 

② 事務局の座っている後ろにキャノンのプリンターを置いております。このクラブで例会中

または理事会等で使えるように置いておくつもりです。写真印刷・コピー・スキャンもで

きますので、ご利用になりたい方はどうぞお使い下さい。 

 

 

 

 

 

 



I.M.実行委員長 岩﨑重暁氏(神戸中 R.C.) 

 今回の I.M.で何の因果か実行委員長を拝命致しまして、わからない事だらけでございますので

半分パニックになっております。そんな中で心の支えとなっておりますのが神戸垂水さんの全

員登録ですとか、全クラブさんの全員登録を頂いている事でございます。また、懇親会の方も

ビュッフェ料理を準備させて頂いております。そして、アトラクションが女性ばかりのサクソ

フォンのカルテット 4 人組ということですので、楽しい懇親会になると思います。ぜひ本会議、

懇親会とご出席賜ります様、よろしくお願い致します。 

 

次期会長 

 本日例会終了後、第 2回目のエレクト理事会を開催しますので、エレクト理事の方はご出席下

さい。 

 

ニ コ ニ コ 箱（本日合計３７，０００円／累計６４８，０００円） 

 神戸中 R.C. I.M.実行委員長 岩﨑重暁氏(本年 2月 15日(土)14：00からポートピアホテルに

おける 2019-20年度 I.M.開催に際し全員登録!!ありがとうございます)、星島君(結婚記念日の御

花をありがとうございました)、小坂君(年男です。山中さん、増田さん、小坂の 3人、ねずみ年

です。ねずみの男はよく働きます。チュー!!チュー!!)、増田君(今年もよろしくお願いします)、

山中君(増田さん、久しぶり！本年もよろしく)、八代君(明日で震災 25周年ですね。本校も明日

の 1時間目に追悼礼拝を行います) 

 

会合開催報告 

 ・エレクト理事会② 1月 16日(木)例会終了後 於：例会場 出席者:8名 

 ・45周年実行委員会 1月 16日(木)エレクト理事会終了後 於:例会場 出席者:10名 

 

2月プログラム予告(予定) 

  6日     「垂水風土記 Part4」 大森亮尚氏 

 15日(土) 「神戸第 2グループ I.M.」(13日(木)の例会を 15日(土)に変更) 

 19日(水) 「神戸須磨 R.C.との合同例会」(20日(木)の例会を 19日(水)に変更) 

 27日     「未 定」 

 

 

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 
 

1月 24日

（金） 
12:30 神戸西 *1 新入会員自己紹介            井本祐子会員 

1月 27日 

(月) 

12:30 神戸東灘 *3 職業奉仕月間           水落職業奉仕委員長 

18:00 神戸南 *4 
日本人はシラミを食べる？(英語の発音)  

神戸学院大学グローバル·コミュニケーション学部 教授 中西のりこさん  

1月 28日 

（火） 

12:30 神戸東 *1 新入会員自己紹介       木田耕司·細田和宏各会員 

12:30 神戸ベイ *3 →31日(金)に変更 新年会の為 於:和食「昔村」 

18:30 神戸六甲 *2 フリートーク 

18:30 神戸中 *1 会員卓話                岡田利夫会員 

12:30 明石北 *5 こんなこと知ってました？パート 31「縄文の話」 

1月 29日 

（水） 

12:30 神戸須磨 *6 →15：30～に変更 職場例会の為 於:白鷹株式会社 

12:30 明石 *5 

コベピポって知ってますか？ 

(ご当地キャラクターで地域活性化)＋簡単ストレス解消オフィスヨガ 

 エッセー漫画家 都あきこさん 



1月 30日 

(木) 

7：00 神戸モーニング *8 坊主の戯言          千葉悠晃氏(神戸南 R.C.) 

12:30 神戸 *4 職業奉仕月間例会 ㈱電通 CR計画推進センター ディレクター 丸山 顕さん  

12:30 神戸西神 *7 年男放談② 

18:00 明石東 * 休 会(定款により) 
 
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＞ 
 
・第 22 回発達障害理解のための基礎と実践講座 

  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］ 

 出 席 者：永田·鷲尾各会員 
 
・2 0 2 0 - 2 1 年 度  会 長 幹 事 会 

 日 時：2020年 1月 27日(月)16：00～ 

 場 所：神戸ポートピアホテル ガバナー事務所 本館 7階 722 号室 

 懇親会：神戸ポートピアホテル「イタリアンバール」（会費 5,000 円） 

 議 題：グループフェスタについて 

 出席者：八代会長·鷲尾幹事 

  

・2019-20 年度「クラブの研修」講習会 

 日 時： 2020年 2月 1日(土)13：30受付 14：00開始 

 場 所： センタープラザ西館 6階会議室 

 テーマ： (RLI参加者テキスト パートⅠから) 

  1 ロータリーにおけるリーダーシップ 私のロータリー世界 

  2 倫理と職業奉仕  3 会員の参加を促す 

  ※参加者には、予め「RLI参加者テキスト パートⅠ」の該当ページの写しをお送りします。 

 出席者：八代会長エレクト 

 

・神戸第 2グループ Ｉ．Ｍ． 

  日 時：2020年 2月 15日(土) 登録開始 13：30 開 会 14：00 

           懇 親 会 17：10 閉 会 19：00 

 場 所：神戸ポートピアホテル 

 登録料：11,000円（全員登録） 

 テーマ：「未来に繋ぐ 未来を創る」 

 

・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 出席者：永田·八代·善國各会員 

 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) 

    出席者：星島会長·橋本幹事 

 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 

 出席者： ＜本会議＞藤田·星島·乾·磯田·木下·永田·澤村·鷲尾·山中·八代·安井·善國各会員 

  ＜懇親会＞星島·磯田·永田·澤村·安井各会員 

 

・2020 年  会長エレクト研修セミナー (ＰＥＴＳ ) 

 日 時：2020 年 3 月 15 日(日) 受 付 10：00 セミナー10：30～17：30(昼食をご用意致します) 

    懇親会 17：45～19：45  

 場 所：＜セミナー＞ 西脇商工会議所 2F「多目的ホール」 

  ＜懇 親 会＞ 西脇ロイヤルホテル 2F「グランドホール」 

 持参物： ①「標準ロータリークラブ定款」(2019 年 7月版) 

  ②「クラブを成功に導くリーダーシップ：会長編」 

 出席者：八代会長エレクト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


