
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 ６月２７日(土)第３４回(通算２１５６号) 

  

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

本年度第３４回〔 ６月２７日(土)〕      次年度第 １回〔 ７月 ２日(木)〕 

プログラム   プログラム 

 「45 周 年 記 念 例 会   「会長・幹事  所信表明」 

 会長幹事慰労家族例会」 会 長 八 代  智 

 16：45 写真撮影   幹 事 鷲 尾 太 一 

 17：00～19：00   18：00～19：00 

    

 於:本館 3F舞子の間 於:本館 2F六甲の間 

 

シンギング   シンギング 

「今日の日はさようなら」  「君が代」 

  

   

 

 

 

誕 生 祝 

【3月】 藤田君 3日 安井君 5 日 乾君 8日 中塚君 13日 山中君 19日 鷲尾君 20日 

 吉川君 23日 増田君 28日 

【4月】 田中君 1日  【5月】橋本君 16日 【6月】由良君 6日 森田君 30日 

 

結 婚 祝 

【3月】 森田君 4日 善國君 5日 中塚君 20日 

【4月】 由良君 3日 磯田君 11日 橋本君 26日 木下君·鷲尾君 30日 

【5月】 永田君 5日 吉川君 18日 澤村君 19日 藤本君 28日 

【6月】 小坂君 14日 河合君 18日 

 

幹事報告  

① 次回例会より、食事の準備がございます。例会前の 17：30より、着席順にお食事を始めて

頂く形式となります。例会時間は 18：00～19：00、会場は本館 2F六甲の間、マスク着用に

引き続きご協力よろしくお願い致します。 

② 国際ロータリー日本事務局より、部署変更のお知らせを頂きました。2020年 3月末での紙

媒体資料の取扱い中止ならびに販売終了により組織再編を進め、「業務推進・資料室」を

「業務推進・IT室」に変更されました。 

 

 

 

本日の MENU 活オマール海老のサラダ仕立て ハーブソース·黒毛和牛サーロインのロースト 淡路玉葱サラダ仕立て 他  

 

 



６月１８日(木) 例 会 報 告                             

◆ゲ ス ト 神戸第 2グループ ガバナー補佐 奥田祐司氏(神戸中 R.C.) 

◆欠 席 者 河合君·小坂君·増田君·森田君·田中君·渡邉君·山中君·安井君·吉川君·由良君 

◆出 席 率  会員数２８（１９）名 出席者１８／２２名 出席率 81.82％ 

 出席率(メークアップ含まず)81.82％ 6/4補正 88.00％ 2月平均出席率 89.44％ 

 

神戸第 2グループ ガバナー補佐 奥田祐司氏 

 本来でしたら、2月 15日の神戸第 2グループ I.M.が終わりましたらすぐに御礼のご挨拶にお伺

いしたかったのですが、皆様ご承知おきの通り、コロナの影響で地区大会は縮小しての開催、

それ以降のイベントは全て 3月から 5月まで中止になりました。ご挨拶が遅れました事、この

場をお借りしてお詫び申し上げます。本日は一年間の退任の挨拶で参りました。3月から 

5月の間、皆さん公私共に大変だったと思います。私どももご多分に漏れず、外国人の留学生が

入国できず、売り上げも 95％減のひどい状態になり、ロータリー活動ができるのかという感じ

でしたが、ロータリーは苦しい時にこそあるのかなと思います。やはり今年度のテーマでは 

ないですが、connectという人と人とのつながり、そして心のつながり、深川純一パストガバ

ナーもおっしゃっていますが、ロータリーとは倫理運動なので、こういう時にこそロータリー

の真価が問われるのではないかと思います。各クラブを見ていますと、コロナの影響で退会が

増えるのではないかと危惧していましたが、どこも 1名、2名の退会はありますが皆さん何とか

踏みとどまって頑張っておられます。ぜひこういう時こそロータリーで頑張っていきたいと 

思います。今後大変な時代が続くか思います。あと 1、2年も経てばコロナもインフルエンザの

ような状態になるのではないかと言われています。それを期待したいと思います。休んでいる

間、神戸垂水さんはフェイスシールドやマスクの事など、色んな活動をされておられました。

神戸第 2グループはきめ細やかなグループかと思います。小さいクラブが多いですが、その分

小回りが利き、人と人との繋がりが厚いクラブが多いと思います。ぜひ今後共皆様のご協力を

お願いしまして、ご挨拶と致します。星島会長、橋本幹事、一年間本当にご苦労様でした。お

陰で無事終わることができました。ありがとうございました。 

 

会長報告 

 本日は第 33回の例会ということで、本来ならばもう少し例会の回数はあったのでしょうが、 

あと 1回を残すのみとなりました。まさかこんな事になろうとは、と皆様も思っておられると 

思いますが、私もそうです。本日は奥田ガバナー補佐、お越し頂きまして本当にありがとう 

ございます。私は仕事の都合上、金曜の夜などの会長幹事会に出られないことが多くなると

思っておりましたら、奥田ガバナー補佐に開催日時等色々お気遣い頂きました。また、I.M. 

ではパネラーをさせて頂きましたが、少しはお役に立てたのかなと思っております。ありがと

うございました。 

このように顔を突き合わせて話ができない、食事をしながら、談笑しながらという例会が 

できないというのは、本当に異例なことではないかと思います。これがずっと続けば 

ロータリーに参加する人がいるのかなという事も思います。我々のところもこのご時世で 

退会をされる方がおられます。残念ですが仲間を失う事になりました。渡邉会員には、そんな

中、雇用調整助成金の相談請求について社労士の立場でのまとめを書いて頂きました。無理な

ことをお願いしたかもしれませんでしたが快く協力して頂きました。誠に残念であります。 

やむを得ないとは思いますが、これをきっかけにどうすれば会員を増やせるのか、仲間を 

つないでいけるのかという事を真剣に考えなければならないと思います。つなぐという事が 

今年のテーマで、未来につなぐ、世界をつなぐ、地域をつなぐ、色々な「つなぐ」があると 

思います。本日もオンラインで参加されている方がおられますが、このようなツールが一気に

使われ始めるようになりました。ビデオカメラもなかなか手に入らなかったのですが、最近 

では山積みで売られています。例会再開の第一回目のオンラインはバタバタして声が出なかっ

たりして上手くいかなかったのですが、少し考えまして、2つのカメラを使って、例会場全体と

演台の映像がオンライン参加の方に見えるようにしました。 

さて、先週は少しお休みさせて頂いて、木下会員・由良会員と共に東京のサンマリノ大使館に

お邪魔してきました。本来、第 33回区民講座でお話頂く予定でしたマンリオ・カデロ大使の 



講演を大使館内で収録しました。マンリオ・カデロ大使は実はロータリアンで、第 2072地区 

サンマリノ R.C.のバナーを頂きました。日本は世界で歴史上一番古い国なのですが、サンマリ

ノは 301年に石工の聖マリーノが、キリスト教迫害を逃れるために、仲間とともに山に立てこ

もり建国したといわれ、301年からずっと独立した、一度もつぶれていない最古の共和国です。

世界最古の国である日本と世界最古の共和国であるサンマリノと両方を経験されているという

事で、大事ないいお話を聞かせて頂きました。1時間弱の大使のお話と由良会員と私の質問コー

ナーで編集して区民講座の記録とします。ワイン等のお土産も頂きましたので後日ご披露致し

ます。 

また、区民講座第二部の講師として予定しておりました、福島第一原発の事故の時の原子力 

規制委員長で現在は福島県の飯館村に復興アドバイザーとして移住されています田中俊一先生

の講演も今月末までに収録します。木下実行委員長、由良社会奉仕委員長のご協力を得まして

マンリオ・カデロ大使の講演と共にクオリティーが高くて冗長にならないものを作っている 

ところです。ご期待下さい。 

通常例会は本日が最終となります。皆様ありがとうございました。来週は 45周年記念例会 

プラス会長幹事慰労会という事になります。ぜひ楽しく過ごして年度の締めくくりにさせて 

頂けたらと思います。 

もう梅雨時で雨も激しくなっております。今日の一句です。「雨雲の彼方に光る虹想い」 

  

親睦活動委員会 

 先ほど幹事からも報告がありましたが、次回 6月 27日(土)の 45周年記念例会・会長幹事慰労

家族例会での写真撮影の件です。基隆東 R.C.から頂いたマスクを着用の上、写真撮影をします

ので、お忘れのないようにご持参下さい。後日、感謝の気持ちを込めて基隆東 R.C.へ写真をお

送りしたいと思います。よろしくお願い致します。 

 

バナー交換  R.I.2072地区 サンマリノ R.C.（6月 11日 星島会長） 

 

ニ コ ニ コ 箱（本日合計１１，０００円／累計７３０，０００円） 

 神戸第 2グループ ガバナー補佐 奥田祐司氏(ご挨拶)、澤村君(奥田ガバナー補佐ようこそ。

一年間大変だったでしょう。お疲れ様でした)、鷲尾君(奥田祐司様ようこそ。31年のお付き合

いになります。これからもよろしく！)、八代君(奥田ガバナー補佐様、ようこそお越し下さい

ました！一年間ありがとうございました。今日、部活説明会があって本校 I.A.C.ついに念願の

女子部員 2名が入りそうです！！) 

 

7月プログラム予告(予定) 

  2日 「会長·幹事 所信表明」 会長 八代 智・幹事 鷲尾太一 

  9日 「クラブ管理運営 職業奉仕 各委員長 所信表明」 

  クラブ管理運営委員長 田中 彰・職業奉仕委員長 鴇田香織 

 16日 「社会奉仕·環境保全 国際奉仕 青少年奉仕 各委員長 所信表明」 

  社会奉仕·環境保全委員長 澤村正夫・国際奉仕委員長 木下 保 

  青少年奉仕委員長 新井紀美子 

 23日  休 会(祝日の為) 

 30日 「プログラム 親睦活動 各委員長 年間計画」  

  プログラム委員長 近平礼子・親睦活動委員長 藤田和昭 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

6月 29日 

(月) 

12:30 神戸東灘 *3 最終例会·退任挨拶  会長·副会長·幹事·四大奉仕委員長 

18:00 神戸南 *4 年度最終例会  

6月 30日 

（火） 

12:30 神戸東 *1 三役退任挨拶 須藤雄二会長·井元憲生副会長·吉田 茂幹事 

12:30 神戸ベイ *3 休 会 

18:30 神戸六甲 *2 最終例会／会長·幹事退任挨拶 関 通孝会長·山野 仁幹事 

18:30 神戸中 *1 
ガバナー補佐·四役退任挨拶  

奥田祐司ガバナー補佐·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 休 会 

7月 1日 

（水） 

12:30 神戸須磨 *7 未 定 

12:30 明石 *6 
会長幹事就任挨拶＆ガバナー補佐挨拶  

成田晴義ガバナー補佐·大森誠司会長·藤井良幸幹事 

7月 2日 

(木) 

7：00 神戸モーニング *9 会長·幹事所信表明     坪川武司会長、簡智行幹事 

12:30 神戸 *4 未 定 

13:00 神戸西神 *8 
就任挨拶 大塚啓助会長·道永憲兒幹事 

13：00～13：36 於:兵庫建設会館 4F アクシスホール(7/9 まで)  

18:00 明石東 * 会長·幹事就任挨拶     三木基司会長·伊藤明彦幹事 
 
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グリーンヒルホテル明石 *6ホテルキャッスルプラザ *7須磨観光ハウス 
*8西神オリエンタルホテル *9香港茶楼  

 

 


