
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２１年 ３月１１日(木)第２５回(通算２１８０号) 

  

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

本年度第２５回〔 ３月１１日(木)〕      本年度第２６回〔 ３月１８日(木)〕 

プログラム   プログラム 

 「戦略計画委員会について」   「世界のテニス大会の現状」 

 地区戦略計画委員会  (元)株式会社ダンロップスポーツ代表取締役社長 

  委員長 矢 野 宗 司 氏(パストガバナー) 関西テニス協会副会長 

      馬 場 宏 之 氏 

  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」  「線路は続くよどこまでも」 

  

   

 

 

 

 

3月誕生祝 藤田君 3日 安井君 5日 乾君 8日 中塚君 13 日 山中君 19日  

 鷲尾君 20 日 吉川君 23日 

 

3月結婚祝 善國君 5日 中塚君 21日 

 

会合予告  

定例理事会⑨ 3月 11日(木) 例会終了後 例会場 

会長·幹事慰労ゴルフコンペ 5月 5日(水·祝) 9：36スタート 垂水ゴルフ倶楽部 

 

幹事報告  

配 付 物 「ガバナー月信 2月号・3月号」「ロータリーの友 2 月号・3月号」 

「ハイライトよねやま 250・251」 

回 覧 物 「2019-20 年度地区会計決算」「コーディネーターニュース 2月号・3月号」 

「財団室 NEWS 2月号」「ROTARY 2月号・3月号」 

 

① 神戸国際大学附属高等学校の第 56回卒業記念礼拝に際し、当クラブよりお祝い(10,000円)

を差し上げましたところ、お礼のお手紙を頂きました。 

② 髙瀬英夫ガバナーより、地区大会お礼状を頂きました。 

 

本日の MENU プレート(牛ローストビーフ·よだれ鶏·帆立貝柱とグリルベーコン他)、菜の花のスープ·クロワッサン 

本日の BGM 「どこかで春が」「花は咲く」他 

 



③ 八代会員の自宅住所が下記の通り変更となりました。 

新住所 〒650-0011 神戸市中央区下山手通 5-11-1 神戸聖ミカエル教会 牧師館 

④ 3月のロータリーレートは 1ドル 106円です。(2月 1ドル 104円) 

⑤ ガバナー事務所より、3月 1日(月)から事務所勤務と在宅勤務を併用した勤務体制となる旨

お知らせを頂きました。 

⑥ 国際ロータリー日本事務局より、在宅勤務延長のお知らせを頂きました。緊急事態宣言の 

状況を鑑みて 3月末まで在宅勤務を延長されます(業務時間 9：30～17：30)。Eメール·FAX

でのご連絡をお願い致します。 

クラブ・地区支援室 rijapan@rotary.org  財団室 rijpntrf@rotary.org 

経理室 rijpnfs@rotary.org  業務推進·IT 室 rijpnpi@rotary.org 

FAX 各部署共通 03-5439-0405 

⑦ 兵庫陶芸美術館より、「No Man’s Land―陶芸の未来·未だ見ぬ地平の先―」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、 

招待券と特別割引券も頂いております。ご興味のある方は事務局まで。 

 

☆他クラブよりのお知らせ 

 神戸 R.C. 3月 11 日(木)～4月 1日(木)までオンライン例会 

神戸南 R.C. 3月 15日(月) メークアップの受け入れ不可 

 

 例会変更 

  明石北 R.C. 3月 23日(火)を 24日(水)に変更 明石 R.C.との合同例会の為 

  3月 30日(火) 夜の花見例会の為 

 

 休 会(定款により) 

  3月 16日(火) 神戸中 R.C. 

  3月 17日(水) 明石 R.C. 

  3月 29日(月) 神戸東灘 R.C. 

  3月 30日(火) 神戸六甲 R.C. 

 

 

 

 

近隣クラブ例会プログラム 

月日 時間 クラブ名/会場 プログラム 

3月 12日

（金） 
12:30 神戸西 *1 ど忘れ、物忘れ、記憶力         奥田郁三会員 

3月 15日 

(月) 

12:30 神戸東灘 *3 未 定 

18:00 神戸南 *4 職業奉仕委員会担当例会（メークアップ受付不可） 

3月 16日 

（火） 

12:30 神戸東 *1 ロータリーにおける危機管理       田中賢一氏 

12:30 神戸ベイ *3 未 定 

18:30 神戸六甲 *2 会員卓話 

18:30 神戸中 *1 休 会(定款により) 

12:30 明石北 *5 査察調査の舞台裏         弁護士 小倉敏郎氏 

3月 17日 

（水） 

12:30 神戸須磨 *7 彦坂のあれ               彦坂達也会員 

12:30 明石 *6 休 会（定款により） 
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3月 18日 

(木) 

7：00 神戸モーニング *9 No! ハラスメント〜気持ちよく働けるスキルって！？〜 社会保険労務士 西本恭子氏  

12:30 神戸 *4 (オンライン) 自己紹介・会社紹介 あれこれ 日本生命保険(相) 室 兼寛会員 

12:30 神戸西神 *8 未 定 

18:00 明石東 * 年男卓話      大森喜和·石田義裕·北野 学各会員 
 
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   

＜地区よりのお知らせ＞ 

 

・2020 学年度 米山記念奨学生 修了式･歓送会 

日 時：2021年 3月 13日(土) 受 付 14：30～  修了式·開会 15：00～ 

   閉 会 16：30 

会 場：神戸ポートピアホテル B1偕楽の間 

出席者:米山奨学生エリーさん・永田カウンセラー(Zoomによるオンライン参加) 

 

・2021 年 会長エレクト研修セミナー（PETS） 

日 時： 2021年 3月 14日(日)10：30～ 

  会場および ZOOMウェビナーによる同時オンライン配信 

  【オンライン出席】10：30～17：30 セミナー(お時間になりましたらご入室下さい) 

 ※当日のミーティングルーム情報は、登録締め切り後、地区 RC事務局へ配信 

持参物： ①「標準ロータリークラブ定款」（2019年 7月版） 

 ②「クラブを成功に導くリーダーシップ：会長編」(My ROTARY よりダウンロード) 

出席者：小林次期会長(オンライン出席) 

 

・2021 年 幹事エレクト研修セミナー（SETS） 

 日 時： 2021年 3月 21日(日)13：30～17：00 

   会場および ZOOMウェビナーによる同時オンライン配信 

 【会場出席】13：00～受 付 13：30～17：00 セミナー 会場：神戸ポートピアホテル 

 持参物： ①「クラブを成功に導くリーダーシップ：幹事編」 

   ② 元気なクラブづくりのために クラブリーダーシッププラン 

  (My ROTARY よりダウンロード) 

 出席者：澤村次期幹事(会場出席) 

 

 


