
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 ８月 ６日(木)第 ５回(通算２１６１号) 

  

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

本年度第 ５回〔 ８月 ６日(木)〕      本年度第 ６回〔 ８月２０日(木)〕 

プログラム   プログラム 

 「会員増強月間に因んで」 

 会員増強委員長 小 坂 敏 哉 「未 定」 

 会員選考委員長 田 中  彰 

     於:本館 2F 六甲の間 

 於:本館 2F 六甲の間      

 

シンギング   シンギング 

「君が代」  「垂水ロータリーソング 1番」 

  

   

 

 

 
 
 
 

8月誕生祝 小林君 11日 鴇田君 13日 磯田君 16日 木下君 24 日 

 

会合予告  

定例理事会② 8月 6日(木) 例会終了後 例会場 

臨時総会 8月 27日(木) 例会中に開催 例会場 
 
 
幹事報告 

 配付物 「ガバナー月信 8月号」「ロータリーの友 8 月号」 

回覧物 「THE ROTARIAN 8 月号」「PHD LETTER vol.144・事業報告 2019(公益財団法人 PHD 協会)」  

 

① 次週 8月 13日(木)は休会です。それにともない、事務局も 8 月 10日(月·祝)·12日(水)は

休みます。8月 17 日(月)より通常勤務となります。 

② 8 月のロータリーレートは 1ドル 105 円です。(7 月 1 ドル 107円) 

③ ロータリーの友事務所より、下記お知らせを頂きました。 

1）『友』配布に関して 

  9月号以降も、編集・製作工程の関係と協力し、極力第 1例会日にクラブへお届け 

できるように製作していきます。万一遅れる場合は別途ご案内します。 

 

 

 

本日の MENU 造里(蛸·鮪·サーモン·はまち)·蟹真丈·穴子の茶碗蒸し·豚角煮の味御飯·香の物·小そば 

本日の BGM 「浜辺の歌」「海」 他 

 



2）友事務所運営について 

今後も、基本的に友事務所職員は時差出勤と在宅勤務併用で業務にあたります。今後 

の状況を判断しつつ、期間を変更する際は改めてご報告致します。ご了承下さい。 

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。 

3）問合せ等について 

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。 

①編集部 hensyu@rotary-no-tomo.jp ②管理部 keiri@rotary-no-tomo.jp 

※記事の投稿、『友』増部、広報誌等のお申込み、クラブの『友』送付先変更等も、 

ウェブサイトから連絡が可能です。併せて活用下さい。 
 
先週の幹事報告追加分 

① ロースターを 2部ずつ配付しております。予備がありますので、ご入用の方は事務局まで

お申し出下さい。 

② ガバナー事務所より「令和 2年 7月 豪雨災害」支援ご協力のお願いが届きました。 

奉加帳を回覧していますのでご協力よろしくお願い致します。 

 

７月３０日(木) 例 会 報 告                             

◆欠 席 者 森田君·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)7/22·7/30、新井君·澤村君·八代君 

 (I.A.C.例会)7/30 

◆出 席 率  会員数２５（１７）名 出席者２２／２３名 出席率 95.65％ 

 出席率(メークアップ含まず)91.30％ 7/9 補正 91.30％ 7/16補正 90.91％  
 
会長報告 

先週は休会ということで 2週間ぶりの例会となりました。皆さんいかがお過ごしでしたで 

しょうか。 

この 2週間で新型コロナの感染者が日本でも急激に増え、ついに 3万人を越えました。 

神戸市でも 7 月の感染者が 130人、兵庫県でもついに 1,000 人を超え、収束どころか益々拡大

しています。テレビのニュースでは今日の兵庫県の新規感染者は 53 人と、政府の緊急事態宣言 

以前も含めて過去最高だそうです。 

当クラブとしましてもメークアップをどうするかということを、鷲尾幹事がガバナー事務所に 

問い合わせて下さり、前回の幹事報告で地区の指針を述べてくださいましたが、今後ますます 

感染者が増えることも見越して、来週の理事会で今後の対応を話し合いたいと考えています。 

そのような中でも学校は何とか 1 学期の授業が終わり、期末考査も今週火曜日に終了しました。 

そして今日午後 12時 15分から、日ごろ皆さんにお世話になっております神戸国際大学附属 

高校 I.A.C.の例会が行われ、当クラブより新井青少年奉仕委員長と澤村社会奉仕・環境保全 

委員長が出席して下さいました、暑い中お越し下さりありがとうございました。 

今日の I.A.C.の例会では創部 20年以上経ちますが、初めて女子生徒が参加して海外青年 

協力隊で働きたいと、将来の夢を語ってくれました。これからも彼ら彼女らの成長を見守って 

下さいくださいますようお願い致します。 

本日は、近平プログラム委員長と藤田親睦委員長に卓話をして頂く予定です。私もそうですが 

今回の新型コロナによって、皆さんのお仕事もまだまだ計り知れない影響を受けておられる 

ことと思います。先の見えない不安の中で、また誰にも相談できない孤高の身にあって、 

それでも自ら決断せねばならない時も多々あろうかと思います。 

そのような状況下なればこそ、皆さんが例会に来てほんの一時でもホッとできる、そのような 

プログラムや親睦活動をこの 1年間どうぞよろしくお願い申し上げます。 

私たちはそれぞれの職場で多くの従業員に囲まれていても、重責のあまり時として孤独に 

感じることがあります。そのような時の私たちは英語の“Ｉ”ですが、ここ垂水ロータリー 

クラブの例会に来て皆さんの笑顔を拝見しますと“Ｗｅ”になれます。そのような意味を 

込めて一句、作ってみました。「Ｉの人 皆の笑顔で Ｗｅの人 共に集いて これぞ親睦」 

ご清聴、ありがとうございました。 



青少年奉仕委員会 

 本日、神戸国際大学附属高等学校 I.A.C.の例会に参加しました。点鐘から始まり、君が代を

歌ったりとロータリーと全く同じような事をしてまいりました。次に I.A.C の歌があり、参加

者紹介で私たちが紹介され、その後メンバーの紹介がありました。今年は男性が 3名、女性が 2

名でした。今回は女性と男性が各 1名ずつお休みでしたが、顧問の先生が澤江先生と中林先生

と 2 名いらっしゃいます。メンバーの紹介の時に、1 人ずつ I.A.C.に入ったきっかけを発表し

ておられ、先輩の紹介、地域に貢献できる、人の役に立ちたい、海外派遣に参加希望などがあ

りました。こういう気持ちを大事にしてあげて、コロナがなければ海外派遣にも参加させてあ

げたいなと思いました。皆さんと一緒にお弁当を頂いた後、閉会の点鐘があり、記念撮影をさ

せて頂き、終了しました。今年はコロナがありますので色々な活動が難しいと思いますが、そ

の中でも何かインターアクトクラブの方からこれをお願いしたいという事があれば、ぜひ皆さ

ん力になって頂きたいと思います。よろしくお願い致します。 

 

前年度会長 星島会員 

 45 周年に会長をさせて頂きまして、色々と皆様にご迷惑もおかけしましたし、色々とお言葉も

頂きましてありがとうございました。そのお礼の意味も込めまして私より皆様に記念品を贈ら

せて頂きます。実は山中会員に以前お渡ししたものとほとんど同じものです。森田会員、吉川

会員にも同じものを送らせて頂いております。 

 

ニ コ ニ コ 箱（本日合計６，０００円／累計１２２，０００円） 

 乾君(藤田·近平両委員長様、プログラム及び親睦はロータリー活動のカナメです。前進させま

しょう)、澤村君(八代会長、新井青少年奉仕委員長、インターアクトの生徒達の中にすてきな

女の子がいましたね)、八代君(本日は近平プログラム委員長、藤田親睦委員長、よろしくお願

いします) 

 

エンジョイＢＯＸ(本日合計７，０００円／累計２４，０００円) 

 磯田君、澤村君(8月は皆さんとエンジョイしたいですね)、八代君(甲子園には関係ない記念大

会ですが、本校野球部が勝ち進み、次回は 8 月 2日第 2試合がほっともっとフィールドで行わ

れます。テレビ中継(J-COM)がありますので、応援よろしくお願いします♪) 

 

☆他クラブよりのお知らせ 

 例会変更  

  神戸 R.C. 8月 20日(木)18：00～に変更 神戸 R.C.創立 96 周年記念例会の為 

  

休  会(祝日及び定款により) 

 8 月 10日(月) 神戸東灘 R.C. 神戸南 R.C.  

 8 月 11日(火) 神戸東 R.C. 神戸ベイ R.C. 神戸六甲 R.C. 神戸中 R.C. 明石北 R.C. 

 8 月 12日(水) 神戸須磨 R.C. 明石 R.C. 

 8 月 13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. 

 8 月 14日(金) 神戸西 R.C. 

 8 月 17日(月) 神戸東灘 R.C. 

 

会合開催報告 

 ・親睦活動委員会  7月 30日(木)例会前 於:例会場 

 ・神戸国際大学附属  7月 30日(木)12：15～ 於:同校 小会議室 

   高等学校 I.A.C.例会 出席者:新井·澤村·八代各会員 

 

 

 

 



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） 

※8 月 10日(月)～14日(金)は、祝日及び定款により各クラブ休会です。 

月日 時間 クラブ名/会場 プログラム 
 

8 月 7 日

（金） 
12:30 神戸西 *1 会員増強月間に因んで 

 

8 月 17 日 

(月) 

12:30 神戸東灘 *3 休 会 

18:00 神戸南 *4 納涼家族例会 

8 月 18 日 

（火） 

12:30 神戸東 *1 ガバナー公式訪問 

12:30 神戸ベイ *3 会員卓話                渡部 健会員 

18:30 神戸六甲 *2 未 定 

18:30 神戸中 *1 趣味のハンドバイク           髙井敏郎会員 

12:30 明石北 *5 未 定 

8 月 19 日 

（水） 

12:30 神戸須磨 *7 
インターアクト·ローターアクト活動報告  

滝川中·高等学校 I.A.C.・神戸須磨 R.A.C. 

12:30 明石 *6 新入会員卓話「私の履歴書」 梁島秀征·平田 友一郎各会員 

8 月 20 日 

(木) 

7：00 神戸モーニング *9 会員卓話                高 英彦会員 

12:30 神戸 *4 →18：00～に変更 神戸 R.C.創立 96周年記念例会の為 

12:30 神戸西神 *8 Zooｍミーティングについて       福井正博会員 

18:00 明石東 * 青少年交換留学生帰国報告        瀬川夏葵さん 
 
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   

＜地区からのお知らせ＞ 

・米山カウンセラーミーティング 

 日  時：2020年 9月 6日(日)受付 13：40～ カウンセラーミーティング 14：00～16：00 

 場  所：Zoomによる Web ミーティング 

  ※インターネットに接続されているカメラ・マイク付パソコンをご準備ください 

内 容：オリエンテーション  

 数グループに分かれてのグループディスカッション・米山月間の卓話について等 

 ※当日は去る 5月 16日（土）に実施しましたオリエンテーションの際に使用した 

「カウンセラーハンドブック」をご用意下さい。 

 

 

 

 


