
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 ７月 ２日(木)第 １回(通算２１５７号) 

  

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

本年度第 １回〔 ７月 ２日(木)〕      本年度第 ２回〔 ７月 ９日(木)〕 

プログラム   プログラム 

 「会長・幹事  所信表明」 「クラブ管理運営 職業奉仕 国際奉仕 

 会 長 八 代  智    各委員長 所信表明」 

 幹 事 鷲 尾 太 一  クラブ管理運営委員長 田 中  彰 

 18：00～19：00  職業奉仕委員長 鴇 田 香 織 

    国際奉仕委員長 木 下  保 

 於:本館 2F六甲の間 18：00～19：00 

 

     於:本館 2F 六甲の間 

 

シンギング   シンギング 

「君が代」  「四つのテスト」 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
7月誕生祝 小坂君 9日 
 
7月結婚祝 八代君 3日 

 

会合予告  

定例理事会① 7月 2日(木) 例会終了後 例会場 

 

 

本日の MENU  和食弁当 

本日の BGM 「夏の思い出」「浜辺の歌」 他 

 

２０２０－２０２１年度上半期会費納入のお願い 
 

幹 事 鷲尾太一 
 

金 額   上期会費        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 7月号・月信ファイル」「ロータリーの友 7月号」「週報ファイル」 

 回覧物 「THE ROTARIAN 7月号」「財団室 NEWS 7月号」 

     「令和 2(2020)年度 年次報告書・スカウト兵庫(一般財団法人兵庫県ボーイスカウト振興会)」 

 

① 7月 23日(木)は祝日の為休会です。 

② 7月のロータリーレートは 1ドル 107円です。(6月 1ドル 108円) 

③ ガバナー事務所より、ロータリーカードについてのお願いを頂きました。ホルガー・ 

クナーク RI会長の重点目標の一つにロータリーカードの普及があります。ロータリー 

カードを使うと利用金額の 0.3％相当額がポリオ根絶支援になり、継続的な支援に繋がり 

ます。本年度は 2680地区のメンバーに一人でも多くロータリーカードのホルダーになって

頂き、今までなかった新しい形での支援に力を注いでいきたいとの事です。ご賛同、 

ご協力をよろしくお願い致します。 

④ ロータリーの友事務所より、下記ご案内を頂きました。 

・「ロータリーの友 7月号」が編集・製作工程の関係から、第 1～2週のお届けとなる 

 可能性があります。 

・今後も 7月中は、基本的に友事務所職員は時差出勤と在宅勤務併用で働きます。 

 友事務所に対する問い合わせ対応時間を 10：00から 17：00 とします。 

・編集部および管理部に対する問合せは、メールにて対応いたします。 

  編集部 hensyu@rotary-no-tomo.jp 管理部 keiri@rotary-no-tomo.jp 

⑤ ロータリー米山記念奨学会より、7月の事務局勤務体制についてご案内を頂きました。職員

のテレワークや時差通勤を併用して業務を継続し、7月の事務局の開室時間は下記の通り 

短縮して対応されます。 

【期間中の問い合わせ対応】 

電話：03-3434-8681 ※平日 10:00～17:00  ＦＡＸ：03-3578-8281 

メール：ご用件によって、下記の各メールアドレス宛てにご連絡ください。 

 ・寄付金関連：kifu@rotary-yoneyama.or.jp 

 ・奨学生・奨学金関連：scholars@rotary-yoneyama.or.jp 

 ・広報関連：highlight@rotary-yoneyama.or.jp 

  ・その他：mail@rotary-yoneyama.or.jp 

⑥ 社会福祉法人兵庫盲導犬協会より「ワンダフル通信 Vol.94」を頂きました。各テーブルに

置いておりますので、ご入用の方はお持ち帰り下さい。 

 

６月２７日(土) 例 会 報 告                             

◆ゲ ス ト 星島佳容子さん·乾 紅美さん·河合純子さん·河北京子さん·澤村美由貴さん· 

 由良澄子さん(会員ご家族)、チョーテッソーさん(元米山奨学生) 

◆欠 席 者 木下君·小林君·森田君·鴇田君·渡邉君·安井君 

◆出 席 率  会員数２８（１９）名 出席者２２／２７名 出席率 81.48％ 

 出席率(メークアップ含まず)81.48％ 6/11補正 65.22％  

 

会長報告 

 みなさん、こんにちは。いよいよ、今年度、最後の例会となりました。ここに、再び多くの 

会員と家族の方々のお顔を拝見することができ、誠に嬉しく思いますが、また、今回の疫病に

より世界中で家族や友を失われた方も多いと思います。その方々へ深い哀悼の意を捧げたいと

思います。 

 2019−20年は創立 45周年の記念すべき年度として始まりました。しかし、クラブ史上のみ 

ならず、日本の歴史にも大きな転換点となる年になりました。人類史上かつてないほど 

グローバル化が進んだ時代の疫病は、これも想像を超えるグローバルリスクとして我々を 

襲いました。コロナ後の社会はどうなるのか、というような本や新聞雑誌の記事がもうすでに

たくさん発信されています。新しい日常、という言葉も広く使われるようになりました。 



国家とは、社会とは、個人の自由とは、経済活動とは、など様々な根源的な問いが発せられ 

ました。このような時期を、なんとかクラブ会長としてつとめることができました。会員皆様

のご協力の賜物と思い感謝申し上げます。 

 私の仕事の都合と 45周年の準備のため、須磨や西神との合同例会に欠席するという前代未聞の

会長でありましたが、澤村副会長に代役をお願いし二つのクラブ、さらにプロバスクラブとの

連携を保つことができました。不出来な会長を支えて頂き本当に有難うございました。また、

将来を見据えたクラブ運営を財政の面から改善しようという方針を、大変なご苦労の中まとめ

あげて頂いた小林会計理事、ご苦労様でした。一年間、特に後半の非常事態をプログラムと 

会報の両面から盛り上げて頂いた鷲尾プログラム委員長、有難うございました。 

このような疫病の中でも米山奨学生のためにご尽力頂いた永田カウンセラー、変則的な 

スケジュールとなった親睦活動をまとめて頂いた近平委員長、またクラブの運営などに様々な

アドバイスを頂いた乾会員、河合会員、中塚会員、鴇田会員、オンライン例会に積極的に参加

して頂いた藤田会員、善國会員、素敵な激励の絵手紙を頂いた藤本会員、貴重なご意見を 

頂いた山中会員、実現できませんでしたが基隆歓迎のために尽力された田中会員、皆様、 

有難うございました。さらに、会員増強のため奔走して頂いた新井会員、クラブに新しい風を

入れて頂いた磯田会員、三木谷会員、安井会員、そして 45周年の記念事業にご努力頂いた八代

会長エレクト、フェイスシールドプロジェクトで貴重なご意見を頂いた小坂会員、そして垂水

区民講座の準備のため台風の合間を縫って福島飯舘村まで行って頂いた、由良社会奉仕委員長、

木下実行委員長、そして、幹事として本当に荒れ狂う海を航海士として切り抜けて頂いた橋下

幹事と事務局のお二人にはどのように感謝申し上げればよいかわかりません。様々な理由で 

例会にお越しになれなかった会員の方々にもこの一年を支えて頂きました。心よりお礼を 

申し上げます。また、基隆東ロータリークラブ の方々には、日本がんばれの激励の言葉ととも

に、大量のマスクを寄贈頂きました。彼らと直接会うことはできませんでしたが、改めて感謝

の意を伝えたいと思います。最後に、私のよき協力者であり、批評家であり、またプロデュー

サーでもある家内にもこの場を借りまして感謝します。皆様、本当にありがとうございました。 

このような厳しい環境下で会員増強という使命を果たすことができず、残念ながら会員減と 

いう形で八代エレクトにバトンタッチすることは非常に申し訳なく、私の力不足を痛感する 

ばかりです。次期は会員増強に向けて私も頑張っていきたいと思っております。また、今年度

から創立 50年に向けてのクラブ史の編纂も今回の疫病のあおりを受けて頓挫しております。 

是非次年度から積極的に取り組んでまいりたいと思っております。八代エレクト、鷲尾次期 

幹事、頑張って下さい。 

 今年の会長の挨拶は、毎回、拙い俳句を添えることをしてまいりました。最初の第 2回例会で

は、夏の日のクラブの船出を思い、「海原に ゆらり 船出の 夏の風」と詠みました。 

今振り返りますと、その時々の出来事や気持ちを思い出します。最後のこの例会は、まさに 

波乱万丈の航海の末に港に戻る気持ちですが、昨日は淡路島も海峡大橋も見えなくなる濃い霧

が発生し、まさしく五里霧中でありました。その中での、皆様との再会に明日への希望を託す

つもりで詠んでみました。「夏霧の 閉ざす港の 灯を見つけ」 

 

神戸垂水 R.C. 45周年記念例会 会長挨拶 

 本日、これまでとは少し違う形ではありますが、神戸垂水ロータリークラブ創立 45周年記念 

例会を開催できましたことは、われわれ会員全ての喜びであります。また、このような時節で

はありますが、お運びいただいたゲストの皆様、会員家族の皆様に厚く御礼申し上げます。 

 神戸垂水ロータリークラブは、1974年 11月 30日、神戸須磨ロータリークラブをスポンサーと

し、総勢 33名で発足いたしました。以来、盲導犬貸与事業、「ケアライン 119システム」の 

寄贈、東日本大震災復興支援の福合同演奏会、カンボジアの小学校への図書館寄贈、垂水駅 

西口の案内板寄贈や、伝統ともなりました垂水区民講座などを行ってまいりました。 

今年は記念事業として、基隆東ロータリークラブともに、兵庫県立視覚支援特別学校に点字 

作成機の寄贈を行うことができました。 

 しかし一昨年の 9月から準備をしてまいりました第 33回垂水区民講座「再発見日本、日本人と

しての生き方を考える」は中止のやむなきに至りました。現在、講演をビデオ収録し、DVDと 



して、垂水区の中学、高校はもとより、インターアクト、ローターアクト、さらに皆様の事業

所でも観て頂けるような形にすべく作業しております。次年度に少しかかって申し訳ありませ

んが、この夏のうちには完成させる予定でありますので、今しばらくお待ちください。 

 このように、様々な活動を続けてこられましたのも、多くの先輩ロータリアンはもとより、 

会員家族の皆様、そして会員相互の信頼と協力、さらに我々の仲間たちの暖かい支援によって

なされたものと思います。ここに皆様に感謝申し上げて記念例会の挨拶といたします。 

 

☆増田会員より退会のご挨拶を頂きました。 

 

ニ コ ニ コ 箱（本日合計１４１，０００円／累計８７１，０００円） 

 河北京子さん(本日は神戸垂水 R.C.45周年おめでとうございます。記念すべき例会に父の代わ

りに参加させて頂き大変嬉しいです。8年近くもクラブを欠席している父にいつもお気遣い頂き

感謝しています)、新井君(基隆東 R.C.の皆様、たくさんのマスクありがとうございました。第

2波に備え大事に使わせて頂きます。最後の例会となりました。今期は色々ありましたが役員の

皆様お疲れ様でした。来期もコロナに負けない様頑張りましょう)、近平君(皆様ようこそい

らっしゃいました。嫌なことを吹っ飛ばしましょう！)、藤本君(1 週間に 1度ロータリーへの参

加が私の今の生活のアクセルになっております。ありがとう。感謝)、橋本君(神戸垂水 R.C.の

皆様、1年間ありがとうございました)、星島君(今年度本当にありがとうございました)、乾君

(会長·幹事·メンバー各位、1年間お疲れ様でした！これからもコロナ等に負けず更なる飛躍を

致しましょう)、河合夫妻(結婚祝いありがとうございます)、木下君(今年度色々あった 1年で

した。本当にお世話になりました。星島会長、橋本幹事お疲れ様！！八代次期会長、鷲尾次期

幹事、よろしくお願い致します)、増田君(会長、幹事、理事の皆様、大変な 1年でしたがお疲

れ様でした。大変お世話になりました)、中塚君·善國君·由良君(会長さん、幹事さん、ご苦労

様でした)、澤村君(星島会長、橋本幹事、1年間ありがとうございました。会員家族の皆さん元

気でまいりましょう)、山中君(久しぶりです。感謝) ６月ニコニコ箱合計２０９，０００円 

 

エンジョイＢＯＸ(本日合計５，０００円／累計１９５，４２０円) 

 近平君(楽しいひとときを！)  6月エンジョイ BOX合計１７，０００円 

 

☆他クラブよりのお知らせ 

 休 会   

神戸西 R.C. 7月 24日(金) (祝日の為) 

 

会合開催報告 

 ・神戸第 2グループ  6月 12日(金)18：30～ (Zoomにて開催) 

  現新会長·幹事会  出席者:八代会長 

・45周年記念例会  6月 27日(土)16：45集合 17：00～19：30 於:本館 3F舞子の間 

  会長幹事慰労家族例会 出席者:会員 22名·家族他 10名 計 32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 
 

7月 3日

（金） 
12:30 神戸西 *1 就任挨拶    西村会長·梶副会長·中島幹事·前田 SAA 

7月 6日 

(月) 

12:30 神戸東灘 *3 認証状伝達式·就任挨拶 会長·副会長·幹事·四大奉仕委員長 

18:00 神戸南 *4 未 定 

7月 7日 

（火） 

12:30 神戸東 *1 三役就任挨拶 会長 鮑 悦初·副会長 大澤 勇·幹事 樋口一哉 

12:30 神戸ベイ *3 会長幹事各委員長·就任挨拶 

18:30 神戸六甲 *2 認証状伝達式／会長·幹事就任挨拶 伊藤浄真会長·西岡良和幹事 

18:30 神戸中 *1 四役就任挨拶 志磨憲一郎会長·中橋康行副会長·岩﨑重曉 SAA·茂木立 仁幹事  

12:30 明石北 *5 就任挨拶          柿野明男会長·榎本 浩幹事 

7月 8日 

（水） 

12:30 神戸須磨 *7 未 定 

12:30 明石 *6 
五大奉仕委員長就任挨拶Ⅰ  

伊藤愼介クラブ管理運営·伊藤 太職業奉仕各委員長 

7月 9日 

(木) 

7：00 神戸モーニング *9 就任挨拶                 各委員長 

12:30 神戸 *4 未 定 

13:00 神戸西神 *8 
→13：00～13：36 於:兵庫県民会館 4Fアクシスホール 

会計決算予算報告 井上真一会計／就任挨拶 大西敏郎クラブ奉仕委員長  

18:00 明石東 * 
クラブ·社会·職業奉仕委員長活動方針 

藤田正敏クラブ奉仕·日置晴喜社会奉仕·佐藤 昭職業奉仕各委員長 
 
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 
*8香港茶楼   

＜地区よりのお知らせ＞ 

 ・米 山 記 念 奨 学 セ ミ ナ ー 

  日 時：2020 年 7月 12日(日) 

    受付開始 13：30～13：50 ※必ず 10分前までにご入室ください 

   セミナー 14：00～15：40頃 

  会 場：Zoom による Webセミナー（交流会はございません） 

  出席要請者：会長・幹事・クラブ米山委員長・カウンセラー・2020 学年度米山奨学生 

  ※ Zoomによる Web会議にご参加頂く為には、インターネットに接続されているカメラ・ 

  マイク 付きパソコンが必要です（できるだけ Windowsパソコンでご参加下さい） 

   

 


