
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 ９月１０日(木)第 ９回(通算２１６５号) 

  

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

本年度第 ９回〔 ９月１０日(木)〕      本年度第１０回〔 ９月１７日(木)〕 

プログラム   プログラム 

 ～2020年下期開運に向けて～ 

「Go Toトラベルキャンペーン！ 「ガ バ ナ ー 公 式 訪 問」 

 吉方位に行きませんか！」 R.I.2680地区 

神 戸 国 際 占 術 協 会  ガバナー 髙 瀬 英 夫 氏 

 理事長 峯 山 清 州 氏    

   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 

「R-O-T-A-R-Y」  「知床旅情」 

  

   

 

 
 
 
 

会合予告  

ガバナー公式訪問 9月 17日(木) 会長·幹事懇談会17：15～18：15 

例 会   18：30～19：30 

本館 3F葵の間 

本館 3F舞子の間 

 

幹事報告 

 添付書類 「定例理事会③議事録」    配付物 「神戸垂水 R.C. 細則改正案」 

 回 覧 物 「スカウティング No.739(公益財団法人ボーイスカウト日本連盟)」 

 

① 次週はガバナー公式訪問です。クールビズ期間ではありますが、ジャケット・ネクタイの

着用をお願いします。例会場は本館 3F舞子の間です。 

② 神戸須磨 R.C.より 9月中の例会場についてのお知らせを頂きました。9月中は和田神社に

会場を変更して例会を開催されます。尚、会場変更に伴い、ビジターでお越しになる場合

は、お食事の準備の関係上、前日までに須磨 RC事務局までご連絡をお願い致します。 

 

 

 

 

 

本日の MENU ピクニックサンドイッチボックス(冷製南瓜のスープ·牛フィレかつサンドイッチ他) 

本日の BGM 「十五夜お月」「虫の声」 他 

 



③ ガバナー事務所より、新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた「ガバナー事務所 

テレワーク」についてのご連絡を頂きました。9月 3日(木)より最低 2名の出勤チームと 

テレワークチームとし、通常出勤とテレワーク併用で業務を行われます。 

実施期間：9月 3日(木) から当面の間(10：00～17：00の出勤体制) 

 (期間は感染拡大の状況に応じて変更する場合があります。) 

※期間中は、お電話でのお問い合わせはなるべくご遠慮頂き、メールでのお問い合わせ 

 にご協力をお願いします。 

 ※緊急事態宣言が再発布された場合は、前年度に実施した自粛体制となります。 

④ R.I.2750地区 東京米山ロータリーEクラブ 2750より、「医療物資支援プロジェクト 

第 2弾 医療用 N95/KN95マスク(NIOSH/EUA認証済み)のご案内」を頂きました。 

 募集対象：募集趣旨にご賛同頂けるロータリークラブ会員、ご家族、友人、関係企業·団体等 

 申込はロータリアン以外の方も大歓迎です。クラブ会員関係の医療·介護 

 現場等でのご利用や地域内医療機関への支援活動等にお役立て下さい。 

 医療従事者へマスク寄贈も同時募集中です。 

 募集期間：2020 年 8月 7日(金)～9月 11日(金)18：00受付終了 

 納品予定：10月中旬から 10月下旬に申込者に発送完了予定。 

 価  格：40枚 1口 11,000円(税別·送料別) マスク 1枚あたり 275円 

 市場参考価格 660円～2490円 送料は 400枚につき 1,350円別途発生  

 ※購入手順等、詳細は事務局までお申し出下さい。 

 ※日本の医療機関などへの物資不足の現状を少しでも改善でき、日中友好がより促進される 

  一助となればと、多数納入実績もあり、品質も保証できる中国メーカーと連携し、 

  いち早く低コストで必要な方へお届けするまでをサポートさせて頂きますとの事です。 

⑤ ロータリー文庫より、開館時間のご案内を頂きました。ロータリー文庫では感染症予防対

策として引き続き時間を短縮し、2020年末日まで開館時間が 10：00～16：00となります。 

 

先週の幹事報告追加分 

チャーターメンバーの森田 卓会員が 8月 31日(月)ご逝去されました。 

 

９月 ３日(木) 例 会 報 告                             

◆ゲ ス ト 神戸第 2グループ ガバナー補佐 今田学志氏・随行者 碓永陽介氏 

 (神戸西神 R.C.) 

◆欠 席 者 安井君·吉川君 

◆メークアップ 永田君(米山奨学会委員会)8/22 

◆出 席 者  会員数２４（１７）名 出席者２２名 

 

会長報告 

 こんばんは、本日は今田ガバナー補佐様、碓永随行員様をお招きしてクラブアッセンブリーを

開催することができます事を、心より感謝申し上げます。お忙しい中、当クラブにお越し 

頂きまして本当にありがとうございました。今日一日ご教示下さいます様、どうぞよろしく 

お願い致します。またこの後クラブアッセンブリーを開催しますので会員の皆様、よろしく 

お願い致します。 

さて、先ほど鷲尾幹事から悲しいお知らせがありましたが、当クラブチャーターメンバーの 

森田卓会員が先月 31日に天に召されました。ご記憶の方も多いかと存じますが、2012年 6月

10日に神戸国際インターアクトクラブの生徒たちと一緒に当時は新世代委員会と言っておりま

したが、垂水ロータリーの皆さんと淡路島に田植えに行って下さいました。高校生に田植えや

稲刈りの経験をさせてあげたいと企画して下さったもので、田植えをしたその年の 10月 28日

に今度は自分たちの植えたお米の稲刈りをと、またＩＡＣの生徒を連れて淡路に行って下さい

ました。その時にお倒れになって、同行されたロータリアンの皆さんが救命措置や病院搬送を

して下さって一命をとりとめることができたと伺っています。ＩＡＣの生徒たちも「森田さん、



早く元気になってください！」と色紙に書いた寄せ書きを送りました。その後退院され、 

車椅子での生活ではありましたが、確か翌年の 12月に行われた年末家族例会にお嬢様とお越し 

下さった時の、垂水ロータリーの皆さんの本当に喜んだ笑顔は今でも決して忘れられません。

あ～これこそがまことのロータリーなんだなと、実感した次第です。 

あれから 8 年、森田さんはもちろんの事、ご家族の皆様も本当によく頑張られた事と思います。

コロナ禍ということもありご家族のご意向で、この度は家族葬でお見送りされたそうですが、

一昨日仮通夜が始まる前に新井会員と一緒にお別れしてきました。 

私はお悔やみの言葉しか申し上げることができませんでしたが、この 8年間何度も森田さんに

会いに行かれた新井会員は、言葉の一つひとつに愛があり、温かな真心がこもっていてお嬢様

も本当に慰められたことと思います。何か私より新井会員の方がベテランの牧師さんに 

思えました。ご自宅を後にする前に、お棺に入れてくださいと新井会員は垂水ＲＣの旗を 

お嬢様に手渡されました。これも私には実に感動的なシーンでした。 

よく軍隊の兵士が名誉の戦死を遂げた時、棺にそれぞれの国旗を掛けて敬礼で戦友を見送る

シーンがあります。また「ボランティア」という言葉は今では日本でも定着しておりますが、

英語の元々の意味は「志願兵」だそうです。この意味で森田会員がその全生涯をかけて私たち

に示してくださったのも、まさしく命懸けの奉仕活動ではなかったでしょうか。 

もちろん弾丸飛び交う最前線での奉仕ではありませんが、ここ垂水ＲＣでやろうと決めた 

奉仕活動に対して、みんなで協力して一緒にガンバロウ！という雰囲気がこのクラブには 

確かにあり、しかも先輩ロータリアンが率先して目の前の奉仕活動に対して懸命に取り組んで

下さいました。この垂水ＲＣが代々受け継いできた奉仕の伝統に感謝して一句。 

「森田さん  垂水の旗を  抱きつつ  見守りたまえ  我らが奉仕」 

 

ゴルフ同好会 

 前年度の会長幹事慰労ゴルフコンペがコロナで流れ、皆さんムズムズしておられる事と 

思います。11月 3日(火·祝)、垂水ゴルフ倶楽部でコンペを開催させて頂きたいと思います。 

ぜひ多数ご参加頂けますようよろしくお願いします。親睦委員会の藤田さん、副会長の 

田中さんとご相談させて頂いて、その後の表彰式をできれば親睦会と兼ねてという事も 

考えております。コロナ禍の中でございますのでどうなるかわかりませんが、開催の方向で 

計画させて頂いて後日改めてご案内したいと思います。 

 

☆森田 卓会員のご冥福をお祈りし、黙祷を捧げました。 

 

ニ コ ニ コ 箱（本日合計３４，０００円／累計１８０，０００円） 

 神戸第 2グループ ガバナー補佐 今田学志氏(クラブ協議会ご挨拶)、星島君(森田会員に 

 45周年の記念品を届ける事ができて良かったです。私の最初に聞いた卓話は森田さんでした)、 

 木下君(2週連続の欠席となりました。スミマセン。11月 3日ゴルフコンペよろしくお願いしま

す)、小林君(皆様お元気ですか。今田ガバナー補佐様、ようこそお越し下さいました)、澤村君

(今田ガバナー補佐、本日はお世話になります。クラブアッセンブリーよろしくお願いします)、

鷲尾君(今田ひさしガバナー補佐ようこそ！8年前を思い出します)、八代君(今田ガバナー補佐

様、随行者の碓永様、本日はようこそお越し下さいました。どうぞよろしくお願いします)、 

善國君(今田ガバナー補佐、よろしくご指導お願いします)、由良君(今田ガバナー補佐様をお迎

えして) 

 

エンジョイＢＯＸ(本日合計２，０００円／累計４７，０００円) 

 八代君(皆様、本日のクラブアッセンブリーよろしくお願い致します) 

 

 

 

 



会合開催報告 

 ・ク ラ ブ ア ッ セ ン ブ リ ー 9月 3日(木)例会プログラム 於:本館 2F六甲の間  

  公式訪問前·今田 G 補佐をお迎えして 出席者:22名 

 ・定 例 理 事 会 ③   9月 3日(木)例会終了後 於:例会場 出席者:11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 
 

9月 11日

（金） 
12:30 神戸西 *1 月間神戸っこ 700 号の歩み 月間神戸っこ 編集長 高橋直人氏 

9月 14日 

(月) 

12:30 神戸東灘 *3 未 定 

18:00 神戸南 *4 茶の湯の豊かな世界      茶道講師 岡田淑子さん 

9月 15日 

（火） 

12:30 神戸東 *1 雨宮遥の私はピアノ ラジオパーソナリティー 雨宮遥氏 

12:30 神戸ベイ *3 会員卓話                吉田基毅会員 

18:30 神戸六甲 *2 フリートーク 

18:30 神戸中 *1 こんなに使える家族信託    司法書士 井上佐知子氏 

12:30 明石北 *5 ガバナー公式訪問例会 

9月 16日 

（水） 

12:30 神戸須磨 *7 天才                 伊富貴常雄会員 

12:30 明石 *6 健康診断例会         伊藤 太職業奉仕委員長 

9月 17日 

(木) 

7：00 神戸モーニング *9 

「できない」を「できた！」にかえるプロジェクト 

NPO法人須磨ユニバーサルビーチプロジェクト副理事長 

（神戸市企画調整局つなぐラボ特命課長）秋田大介氏 

12:30 神戸 *4 スポーツ振興の取組について       中村 哲会員 

12:30 神戸西神 *8 コロナに関する助成金          井上真一会員 

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＞ 
 
・第 2 回 神戸第 2 グループ 会長·幹事会 

日 時：2020年 9月 19日(土)会 議 18：00～18：30(Zoom出席可) 

     懇親会 18：30～20：00 

場 所：神戸西神オリエンタルホテル 4階 

懇親会費：10,000円 

出 席 者：八代会長·鷲尾幹事 
 

・2020-2021 年度 インターアクトクラブ 会長・幹事会 

＜阪神・淡路・神戸ブロック＞ 

日 時：2020年 11月 23日(月·祝) 開催場所：神戸(詳細未定) 

※今後の COVID-19感染拡大状況によっては延期、中止等、予定が変更となる場合が 

ございます。 

出席者： 神戸国際大学附属高等学校 I.A.C. 生徒 4名·澤江先生 

 神戸垂水 R.C. 八代会長·鷲尾幹事·新井青少年奉仕委員長 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


