
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１１月 ５日(木)第１６回(通算２１７２号) 

  

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

本年度第１６回〔１１月 ５日(木)〕      本年度第１７回〔１１月１２日(木)〕 

プログラム＜ミリオンダラーズミール＞   プログラム 

 「ロータリー財団月間に因んで」 「創立 46 周年記念音楽家族例会」 

 ロータリー財団委員会  18：30～20：30 

 委員長 善 國 高 豊   

     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 

「君が代」  「それでこそロータリー」 

  

   

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11月誕生祝 新井君 11日 八代君 16日 

 

11月結婚祝 近平君 6日 

 

 

 

 

 

本日の MENU ハヤシライス 

本日の BGM 「旅愁」「里の秋」他 

 

２０２０年１１月 ５日 

神戸垂水ロータリークラブ 

会 員 各 位 

会 長 八代 智 

 

年次総会のお知らせ 

 

定款第７条第２節、クラブ細則第３条第１節により、１２月３日(木)例会終了後、 

当クラブの年次総会を開催致します。 

 

議題 次々年度会長及び次年度幹事･会計･理事選出 

  



会合予告  

定例理事会⑤ 11月 5日(木) 例会終了後 例会場 

忘年ゴルフコンペ 12月 6日(日)  垂水ゴルフ倶楽部 

 

幹事報告 

 配付物 「ガバナー月信 11月号」 回覧物 「財団室 NEWS 11月号」「Rotary 11月号」 

 

① 次々年度会長及び次年度幹事･理事候補者指名用紙を配付しています。11月 19日(木)まで

にご提出よろしくお願い致します。 

② 次週 11月 12日(木)は「創立記念音楽家族例会」です。時間は 18：30～20：30、会場は 

本館 3F舞子の間です。アルコールが出ますのでお車でのご来場はお控え下さい。 

③ 11月のロータリーレートは 1ドル 104円です。(10月 1ドル 105円) 

④ ・・・神戸第 2 グループ  I.M.のご案内・・・ 

日 時：2021年 2月 13日(土) 受 付 14：30 開 会 15：00～17：20 

 懇親会 17：30～19：00 

 場 所：神戸西神オリエンタルホテル 4F 翔雲の間 

 会 費：12,000円 

ホストクラブ：神戸西神 R.C. 

※これからの Covid-19の感染状況により開催については再考される場合もあります。 

⑤ 神戸須磨 R.C.より、11月中の例会場についてのお知らせを頂きました。11月中も引き続き

和田神社にて例会を開催されます。 

⑥ ・・・地区補助金プロジェクト見学訪問のご案内(詳細及び参加希望は事務局まで)・・・ 

 ＜尼崎東 R.C.＞ 

 日 時： 2020年 11月 14日(土)14：00～16：00 

  場 所： 尼崎北生涯学習プラザ 1F大ホール 

 プロジェクト名： 地域をつなぐ落語会 ～親子で笑お～ 

※10名以下の人数制限あり。メークアップ可。 

⑦ ロータリーの友事務所より、11月中の事務所運営についてのお知らせを頂きました。 

今後も時差出勤・在宅勤務を併用して業務を行っていくとの事です。(対応時間 10：00～

17：00) 編集部および管理部に対する問合せは、メールにて対応されます。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、ウェブサイトから 

連絡が可能です。 

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

⑧ 兵庫陶芸美術館より「ひょうごゆかりの古陶磁―丹波焼·三田焼·王地山焼―」のチラシを

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。また、 

招待券·特別割引券も各 4枚頂いております。ご興味のある方は事務局まで。 

 

先週の幹事報告追加分 

 「ロータリーの友 11月号」を配付しています。 

 

１０月２９日(木) 例 会 報 告                             

◆ゲ ス ト 大本山 須磨寺 副住職 小池陽人氏（ゲストスピーカー） 

◆欠 席 者 田中君·鴇田君·安井君·吉川君·由良君 

◆メークアップ 由良君(北海道 2500ロータリーEクラブ)10/29 

◆出 席 者  会員数２４（１７）名 出席者１９名 
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会長報告 

皆さんこんばんは！今期の会長年度はがんばって例会皆出席するぞ～と、気合を入れて 

臨んだのですが、先週は東北の秋田で開催された全国私学研修会と重なってしまい、ついに 

欠席してしまいました。田中副会長には開会のあいさつをして頂き、お褒めの言葉まで 

頂いて大変恐縮しております。 

その時、一句詠んで頂くよう田中副会長にお願いしておりましたその歌の通り、私の 

あいさつはついつい牧師の説教調になってしまいます。 

その点、本日ゲストスピーカーでお越し頂きました須磨寺の副ご住職でらっしゃる小池陽人 

ご住職は、私が会長になってまず最初にお顔が浮かんだ、一番お呼びしてお話をして 

頂きたかった講師です。 

実は 1年ほど前ですか、私の勤務している学校の宗教講話にお越しいただき、1時間ほどお話を 

して頂いたのですが、生徒も私も他の教職員もほれぼれするほど聞き入ってしまいました。 

本当にお話が上手いな～と思っておりましたら、何と今流行りのユーチューバーで、現在 

登録者も 2万人を超えている人気ユーチューバー・イケメンご住職でございます。 

今日の卓話をお聞きになった皆さんも、きっと 30分じゃ勿体ないな～と思われるかも 

知れません。もっともっとお話を聞きたいな～という方は、どうぞご安心下さい。You Tube 

で検索して頂きますと、小池ご住職の動画がたくさん出てきます。私も学校にお越し下さり 

初めてお話を聞いて以来、おっかけではないですがずっと動画を視聴させて頂いております。 

あまり大きな声では言えませんが、「お～、この話は実にいいな～！」という時は、早速日曜 

礼拝の説教にも使わせて頂いております。 

お父上の小池ご住職も RCのメンバーで、長年に亘りご存知の方も多いかと思います。一度ここ 

垂水 RCでも卓話をして下さったことがあるみたいですが、本日はご立派になられたご子息の 

垂水 RCで初めての卓話ということで、楽しみにしておりました。卓話だけでなくもしお父上が 

お許し下されば、これを機会にぜひ垂水 RCのメンバーになってほしいな～と密かに願って 

おります。小池ご住職、本日の卓話どうぞよろしくお願い致します。 

さて、恒例の一句ですが、私が世界でイエス・キリストの次に尊敬してやまない良寛さま。 

私の一人息子にもそのお名前を頂戴したほどですから、好きにもほどがあると言われそう 

ですが、その良寛さまが 34歳で岡山の玉島円通寺を離れ、故郷の新潟に戻ります。丁度その 

道中でしょうか、須磨寺にお参りして一句残しています。今回は五七五七七ではありませんが、 

お聞き下さい。「すまでらの むかしを問えば 山桜」 

う～ん、深すぎてまた高尚すぎて、私にはあまりよく分かりませんでした。 

 

ニ コ ニ コ 箱（本日合計１０７，０００円／累計３８９，０００円） 

 河北京子さん(父、森田 卓は垂水ロータリークラブの皆さまに頂いたやさしい御心・多くの 

 楽しかった思い出をもって旅立ちました。亡くなるまで皆様のお仲間でいさせて頂いた事、 

 感謝していると思います。本当にありがとうございました)、山中君(マスク忘れて家を出て薬

局に入っていると女性にマスクをプレゼントされた。ありがとう)、八代君(小池ご住職、本日

はようこそ神戸垂水 R.C.にお越し下さいました。卓話よろしくお願い致します) 

    10月ニコニコ箱合計１５１，０００円 

 

エンジョイＢＯＸ（本日合計２，０００円／累計７２，０００円) 

 八代君(本校野球部が県大会優勝、近畿大会でも 1勝してほぼ来春の選抜甲子園出場が決まり 

ました！皆様の応援のお陰です。ありがとうございました!!) 

     10月エンジョイ BOX合計１３，０００円 

 

 

 

 

 



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 

11月 6日

（金） 
12:30 神戸西 *1 インターアクト小委員会報告 飯田インターアクト小委員会委員長 

11月 9日 

(月) 

12:30 神戸東灘 *3 司法書士って何？           福島美穂子会員 

18:00 神戸南 *4 神様のおはなし             井上 優会員 

11月 10日 

（火） 

12:30 神戸東 *1 先端医療都市 神戸     神戸市副市長 今西正男氏 

12:30 神戸ベイ *3 クラブアッセンブリー 

18:30 神戸六甲 *2 テレビ番組「ちちんぷい」に出演して   藤井佳朗会員 

18:30 神戸中 *1 「かわいい」だけではないモロッコ フランス現代史研究科 藤森晶子氏  

12:30 明石北 *5 こんなこと知ってました？パート 32「漢字は面白い」 熊谷正彦会員 

11月 11日 

（水） 

12:30 神戸須磨 *7 設計事務所あれやこれや Vol.2      竹垣 薫会員 

12:30 明石 *6 自己紹介と私の研究テーマについて 米山奨学生 陶 冶さん  

11月 12日 

(木) 

7：00 神戸モーニング *9 伝わる話し、伝わらない話し  笹倉宣也氏(神戸西 R.C.) 

12:30 神戸 *4 広報×人材育成      兵庫県広報官 湯川カナさん 

12:30 神戸西神 *8 会員卓話                大倉隆幸会員 

18:00 明石東 * インターアクト活動報告 明石商業高等学校インターアクトクラブ 
 
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和田神社 
*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＞ 

 

・職業奉仕・職業倫理セミナー 

 日   時：2020年 11月 14日(土)13：00～16：30 

 場   所：神戸ポートピアホテル南館地下１階 トパーズ 

 会場出席者：職業奉仕委員長（委員）はじめ会長エレクトなどから各クラブ 1名 

        （リアルタイム配信の受講者については、制限はありません） 

 セミナー内容：第一部 講演「ロータリーの正統『日本の職業奉仕』」 

     講師 小林聰一郎氏（甲府北 RC・第 2620 地区ガバナーエレクト） 

    「ロータリーの友」2020年 1月号に小林氏の論稿が掲載された 

       私の職業奉仕考 100年をかけて育んできた「日本の職業奉仕」 

   第二部 座談会「小林聰一郎氏を囲む」(予定) 

 出 席 者：鷲尾幹事 
 

・クラブ管理運営セミナー 

 日   時：2020年 11月 21日(土)14：00～16：00 

 場   所：神戸ポートピアホテル本館地下 1階 偕楽の間 

 セミナー内容： 第 1部 より良いクラブ管理運営についての考察 

   第 2部 Covid-19禍におけるクラブ戦略計画の立て方 

   第 3部 Covid-19感染状況の報告 

   第 4部 クラブ管理運営委員会・OM推進小委員会からの提案 

 出 席 者：小林会長エレクト 

 
 



・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) 12：30集合 13：00～17：00 開催場所：寿楼 臨水亭 

※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 
 

・会員維持増強セミナー 

 日 時： 2020年 12月 6日(日)10：00～12：40 

 場 所： 神戸ポートピアホテル南館地下 1階 トパーズ 

 会場出席者： 会長·幹事·会員増強委員長(委員)·クラブ奉仕委員長·出席委員長はじめ 

    会長エレクトなどから各クラブ 1～2名 

    (各クラブの登録状況に応じて 2人目の参加をお断りすることがありますので予めご了承下さい) 

 内  容： ①「会員維持増強とクラブの役割」会員維持増強委員長 宇尾好博 

   ②「会員増強の事例 1年で 51人増強の実例紹介」RID2840 PDG田中久夫 

   ③「新会員同期会」について 

   ④「私にとってのロータリーと会員維持増強」会員維持増強事例報告 

 

・青 少 年 奉 仕 セ ミ ナ ー 

 日 時：2020年 12 月 6日(日)12：30～16：00 

 場 所：神戸ポートピアホテル 本館地下 1階 和楽 

 セミナー内容： 1. 青少年奉仕におけるロータリアンの役割 

  2.豊岡総合高校インターアクトの活動事例報告等 

  3.ローターアクトクラブの変更点 他 

  4.RYLAセミナーについて 

  5.青少年交換、帰国者報告 など 
 

・社 会 奉 仕 セ ミ ナ ー 

 日 時：2020年 12 月 6日(日)13：30～16：30 

 場 所：神戸ポートピアホテル南館地下 1階 トパーズ 

 セミナー内容： 第 1部 ロータリーの社会奉仕について 

   第 2部 Covid-19に対するクラブの奉仕プロジェクトについて 

  第 3部 発達障害理解について 
 

・2 0 2 1 - 2 2 年 度  補 助 金 管 理 セ ミ ナ ー 

 日  時：2020年 12月 13日(日)13：30～16：50 

 場  所：神戸ポートピアホテル 本館地下１階 偕楽の間 

 出席要請：次期ガバナー補佐、会長エレクト 

   ＊会長エレクトが無理な場合は、クラブが指定する代表者 1名がご出席下さい。 

   ＊次年度補助金の申請を予定しているクラブにおきましては、当該申請実務を 

    担当する会員はオンラインにて出席できます。(任意) 

 持 ち 物： 「新版補助金申請・補助金管理マニュアル」 

 ＊マニュアルは事前にお目通しの上、セミナー当日にご持参下さい。 

 

 


