
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２６日(木)第１９回(通算２１７５号) 

  

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

本年度第１９回〔１１月２６日(木)〕      本年度第２０回〔１２月 ３日(木)〕 

プログラム   プログラム 

 「日本の腎不全治療の現状と問題点」 「コロナに負けないフレイル予防 

 医療法人 坂井瑠実クリニック  ―人生 100年時代にむけて―」 

 理事長 坂 井 瑠 実 先 生  星 島 一 夫 会 員 

    

 於:本館 3F舞子の間  於:緑風館 1F 大歳の間 

  

シンギング   シンギング 

「手のひらを太陽に」  「君が代」 

  

   

 

 

 

 

会合予告  

年次総会 12月 3日(木) 例会終了後 例会場 

定例理事会⑥ 12月 3日(木) 年次総会終了後 例会場 

忘年ゴルフコンペ 12月 6日(日) コンペ 9：00集合 垂水ゴルフ倶楽部 

  忘年会 18：00舞子ビラ出発  

20：30舞子ビラ帰着 

深記(創作中華) 

神戸第 2 グループ I.M. 2月 13日(土) 開 会 15：00～17：00 

懇親会 17：30～19：00 

西神オリエンタルホテル 

4F 翔雲の間 

 

幹事報告 

 回覧物 「ROTARY 12月号」「基隆東 R.C.週報」 

 

① 「次々年度会長及び次年度理事候補者一覧」を配付しています。次週例会終了後、 

年次総会を開催致します。ご出席よろしくお願い致します。 

② 年末年始の例会予定は下記のとおりです。 

 2020年 12月 20日(日) 年末家族例会 

 (12月 24日(木)の例会を 20日(日)に変更) 

 12月 31日(木) 休 会(定款により) 

 2021年  1月 7日(木) 新年初例会 

 

本日の MENU 神戸ポーク肉団子の黒酢ソース·白身魚と野菜のあっさり炒め·飲茶三種盛合せ·栗の中華風スープ 他 

本日の BGM 「紅葉」「赤とんぼ」他 

 



③ ガバナー事務所より、元グローバル補助金奨学生の大類隼人氏が神戸元町で PCR検査の 

できるクリニックを開業された旨お知らせを頂きました。 

 神戸アイジスクリニック  内 科（感染症） 

電話：078-381-8323    ホームページ：www.aegis-clinic.jp 

④ ・・・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 再開」についてのお知らせ・・・ 

勤務形態：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 

テレワーク併用勤務（原則として非対面業務） 

勤務時間：平日午前 10時～午後 5時(時間外については、原則として翌日対応） 

対象期間：2020年 11月 30日(月) から当面の間 

連絡方法：お電話でのお問い合わせは原則ご遠慮頂き、メールでのお問い合わせに 

 ご協力をお願いいたします。rid2680@abelia.ocn.ne.jp 

最新情報：  2680地区ホームページを随時更新しております。 

※緊急事態宣言が再発布された場合は、前年度に実施した完全在宅勤務となります。 

⑤ ・・・会員維持増強 ロータリアンサッカー大会のご案内・・・ 

 日 時：2021年 2月 7日(日)10：00～16：00 

 場 所：ヴィッセル神戸 ホームグラウンド ノエビアスタジアム神戸 

 競技登録料：10,000 円(登録人数により金額が変わる事があります) 

※クラブ単位·地区内グループ単位·サッカーに興味ある会員おひとりからでも 

参加できます。サッカー場のグラウンドを一度歩いてみたい方も大歓迎です。 

詳細は事務局まで。 

 

１１月１９日(木) 例 会 報 告                             

◆ゲ ス ト 神戸国際大学附属高等学校 I.A.C. 北村慶多さん・森 琢海さん・中西玖駆さん・ 

 高松わかばさん・矢野雄大さん・顧問 澤江由奈先生 

◆ビジター 神戸第 2グループ ガバナー補佐 今田学志氏・I.M.実行委員長 西藤隆弘氏 

 (神戸西神 R.C.) 

◆欠 席 者 近平君·木下君·小林君·小坂君·鴇田君·安井君·吉川君 

◆メークアップ 鷲尾君(職業奉仕·職業倫理セミナー)11/14、澤村君(地区社会奉仕委員会)11/19 

◆出 席 者  会員数２４（１７）名 出席者１７名 

 

会長報告 

皆さんこんばんは！本日は今田ガバナー補佐様、西藤 IM実行委員長にお越し頂き、まことに 

ありがとうございます。最後までゆっくりお楽しみ下さいませ。 

さて、先週の創立 46 周年記念音楽家族例会にはたくさんのゲスト、また家族会員をお招き 

下さり楽しい一時をご一緒することが出来ました。ご準備下さいました藤田親睦委員長を 

はじめ、親睦委員、プログラム委員の皆様、また素敵な歌を歌って下さった田中久美子さんに

改めて感謝申し上げます。 

そして本日は日ごろ皆さんに大変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 

活動報告ということで、5名の生徒さんと顧問の澤江先生にお越し頂きました。本日の卓話、 

どうぞよろしくお願いいたします。 

11月の第 1週が世界インターアクト週間ということで、今日こうして神戸国際 I.A.C.の皆さん

にお越し頂いたわけですが、この機会に I.A.C.の歴史を調べてみました。ウィキペディアに 

よりますと、冒頭に次のような説明がありました。 

「インターアクトクラブ（Interact Club、IAC）は、ロータリークラブにより提唱された、 

12歳から 18歳までの青少年または高校生のための社会奉仕クラブである。日本においては、 

高等学校の福祉・ボランティア系のクラブ活動（部活動）・サークルとしておかれることが 

一般的であるが、高校に属さない「地域クラブ」として活動するクラブもある。 

奉仕の精神と国際理解を青少年（新世代）に付与するため設立され、提唱クラブは、指導・ 

http://www.aegis-clinic.jp/
mailto:rid2680@abelia.ocn.ne.jp


助言・監督の責任をもっている。同様の趣旨で、18歳から 30歳の若人のためのプログラムと 

して、ローターアクトクラブがある。両アクトは、ロータリー直営の青少年奉仕活動プログラム

である」 

このように「奉仕の精神と国際理解を青少年に付与する」目的で、1962年アメリカで最初の 

I.A.C.が設立されました。日本には翌年の 1963年、実は私の生まれた年でもありますが、 

野球で有名な仙台育英高校が日本で最初にＩＡＣを設立しました。それから 57年、現在 

ＩＡＣは世界 159か国に 7,600以上のクラブが設立され、昨年の統計によるとインターアクター

も世界中で 468,556 人もいるそうです。そしてその中の 1クラブである神戸国際 I.A.C.が、 

親クラブである神戸垂水 R.C.の多大なご支援のもと 20年以上、様々な奉仕活動をさせて頂いて

おります。 

先週行われた 46周年記念例会で、星島会員が 46年の歴史を編集して下さった素晴らしい 

力作の DVDを一緒に観ましたが、その中で今から丁度 20年前に開催された I.A.C.年次大会の 

次第やアルバムや写真が学校に保存されておりましたので、今日皆さんに回覧させて頂きます。 

このアルバムも鷲尾幹事の力作ですが、20年前のイキイキとされている皆さんが映って 

らっしゃいます。今もほとんどお変わりなく皆さんお若いのでビックリしました。 

と同時に、これまで神戸国際 I.A.C.が 20年以上もの長きに渡り神戸垂水 R.C.の皆様に大変 

お世話になったんだなということを、改めて実感しました。 

今年初めて女子生徒が入部し、神戸垂水 R.C.の例会にも今日初めて参加してくれました。 

これから先も神戸国際 I.A.C.の高校生がお世話になると思います。今後共どうぞよろしくとの

お願いを込めて、一句作りました。 

「ボランティア 共に始めて 20年 これぞ我らの 若さの秘訣」 

 

I.M.実行委員長 西藤隆弘氏(神戸西神 R.C.) 

 本年度の I.M.は、2月 13日(土)神戸西神 R.C.オリエンタルホテルで 15：00より開催する 

予定になっております。ただ皆様ご存じのように Covid-19の感染の収束が見えておりません。 

神戸西神 R.C.としましては、感染予防対策をできるだけ講じて安全に開催できるように準備を

行っております。これからの感染状況によっては再考する場合もあると思いますので、 

その時はご了承の程よろしくお願い致します。神戸西神 R.C.会員一同お待ちしております。 

ありがとうございます。 

 

ゴルフ同好会 

 12月 6日(日)、垂水ゴルフ俱楽部でコンペの後、西区の工業団地の中にある美味しい中華 

料理「深記」にて、会食・表彰式を兼ねた忘年会を行います。18：00に舞子ビラまでバスで 

迎えに来て頂けます。三密を避けるため、ワンフロア貸し切りで 15名確保しております。 

どうしても 15名来て頂かないと成立しませんので、よろしくお願いします。 

 

ニ コ ニ コ 箱（本日合計３４，０００円／累計４７５，０００円） 

 神戸第 2グループ ガバナー補佐 今田学志氏(I.M.よろしくお願い致します)、新井君(澤江先

生、インターアクトの皆様ようこそ。今日のお話頑張って下さいね。楽しみにしています)、藤

本君(神戸国際大学附属高等学校の本日発表された学生さんに、日頃から貴校の先生方が人間味

あふれるご指導をなさっている事に大変心打たれました)、中塚君(乾さん、いつも写真ありが

とう)、澤村君(今日は地区の社会奉仕委員会に出席しています)、山中君(写真ありがとう。例

会が楽しかった)、八代君(今田ガバナー補佐様、西藤 I.M.実行委員長様、本日はようこそ神戸

垂水 R.C.にお越し下さり、ありがとうございました！乾会員、お写真ありがとうございます)、

善國君(乾さん、46周年記念例会のお写真ありがとうございました) 

 

エンジョイＢＯＸ（本日合計４，０００円／累計７５，０００円) 

 星島君(区民講座 DVD をインターアクトの諸君に見てもらって嬉しいです。ありがとう)、 

八代君(いつも神戸国際大学附属高等学校 IACがお世話になりありがとうございます) 



☆他クラブよりのお知らせ 

 神戸須磨 R.C. 12月の第 3例会(忘年会)までは引き続き和田神社にて例会を開催されます。 

 

例会変更 

  神戸ベイ R.C. 12月 22日(火) クリスマス·忘年例会の為 

 

 休  会 

  12月 8日(火)  神戸東 R.C. (コロナ対策追加休会) 

12月 25日(金) 神戸西 R.C. (定款により) 

12月 28日(月) 神戸東灘 R.C. 神戸南 R.C.（定款により） 

12月 29日(火) 神戸ベイ R.C. 神戸六甲 R.C. 神戸中 R.C. 明石北 R.C.（定款により） 

12月 30日(水) 神戸須磨 R.C. 明石 R.C.（定款により） 

12 月 31 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.（定款により） 

 

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 27日

（金） 
12:30 神戸西 *1 新入会員自己紹介            天宅 毅会員 

11月 30日 

(月) 

12:30 神戸東灘 *3 未 定 

18:00 神戸南 *4 ロータリー財団って、なに？ 石丸鐵太郎ロータリー財団副委員長 

12月 1日 

（火） 

12:30 神戸東 *1 年次総会 理事・役員選挙／頭を使う面白いクイズ 

12:30 神戸ベイ *3 年次総会／会員卓話           前田 烈会員 

18:30 神戸六甲 *2 年次総会 

18:30 神戸中 *1 新入会員自己紹介           藤定真由美会員 

12:30 明石北 *5 年次総会／こんなこと知ってました？パート 33 熊谷正彦会員 

12月 2日 

（水） 

12:30 神戸須磨 *7 お・おっさんの話            加門知竜会員 

12:30 明石 *6 SNSで売る 株式会社新大陸 代表取締役 CEO 鈴木宏佳氏 

12月 3日 

(木) 

7：00 神戸モーニング *9 国税局、税務調査の対応について 林 伯正氏(神戸東 R.C.)  

12:30 神戸 *4 宝くじのはなし      ㈱みずほ銀行 吉村伸郎 会員 

12:30 神戸西神 *8 年次総会            福井正博会長エレクト 

18:00 明石東 * クラブ年次総会 
 
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＞ 
 

・ 神 戸 第 2 グ ル ー プ  会 長 幹 事 会 

  日  時：2020年 12月 5日(土) 会 議 18：00～18：30 懇親会 18：30～20：00 

  場  所：ホテルクラウンパレス神戸(ハーバーランド) 

 懇親会費：10,000円 

 出 席 者：八代会長·鷲尾幹事 

 

 

 



・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 

 出 席 者：澤村会員 

 

・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 

  

・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 

 出 席 者：澤村社会奉仕委員長 

 

・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 

   Zoomウエビナーによる同時オンライン配信 

 持ち物：「新版補助金申請・補助金管理マニュアル」 

 出席者：小林会長エレクト 

 ＊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。 

 

 

 

 

 

 


