
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 ４月 １日(木)第２８回(通算２１８３号) 

  

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

本年度第２８回〔 ４月 １日(木)〕      本年度第２９回〔 ４月 ８日(木)〕 

プログラム(1 時 間 延 長)   プログラム 

 「音 楽 例 会」   「楽 し い 社 交 ダ ン ス」 

 クラリネット  近 田 安 葉 さ ん 名谷ダンススタジオ 

  箏  橋 本 桂 子 さ ん 前 田 晃 弘 氏 

 歌   田中久美子さん 樫原  千香子氏 

   

 於:本館 3F舞子の間  於:本館 14F スカイバンケット「ザ・ヒルズ」 

 

シンギング   シンギング 

「君が代」  「さくらさくら」 

  

   

 

 

 

 

4月誕生祝 田中君 1日 

 

4月結婚祝 由良君 3日 磯田君 11日 木下君·鷲尾君 30日 

 

会合予告  

定例理事会⑨ 4月 8日(木) 例会終了後 ロビー 

エレクト理事会 4月 22日(木) 例会終了後 ロビー 

2021年地区研修·協議会 4月 29日(木·祝) 10：30～16：30 神戸ポートピアホテル 

会長·幹事慰労ゴルフコンペ 5月 5日(水·祝) 9：00集合 垂水ゴルフ俱楽部 

 

幹事報告 

 配付物 「ガバナー月信 4月号」「ロータリの友 4月号」 

「賛助会ご入会のお願い（公益財団法人 米山梅吉記念館）」 

 回覧物 「ROTARY 4月号」「米山梅吉記念館 館報 Vol.37」 

 

① 次週 4月 8日(木)の例会場は本館 14Fスカイバンケット「ザ・ヒルズ」です。 

② 米山梅吉記念館発行の下記の書籍チラシを回覧しています。ご入用の方は事務局まで。 

「米山梅吉の跫音」「米山梅吉ものがたり」「藍壺俳句」 

 

本日の MENU 前菜·椀盛り·造り(本日の厳選三種盛り)·焼肴(瀬戸内鰆)·留肴(桜海老掻揚げ等) 他 



③ 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。新型コロナ 

ウイルス感染者数の発症状況を鑑みて 5月 7日(金)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 

④ ロータリーの友事務所より、4月中の体制についてお知らせを頂きました。今後も時差出勤

と在宅勤務併用で業務にあたられます。(対応時間 10：00～16：30) 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 

 

３月２５日(木) 例 会 報 告                             

◆ゲ ス ト あおぞらドラマカンパニー 前田伊都子氏(ゲストスピーカー) 

 米倉澄子さん(ゲストスピーカーご友人) 

◆欠 席 者 藤田君·小坂君·山中君·安井君·吉川君 

◆メークアップ 澤村君(ＳＥＴＳ)3/21 

◆出 席 者  会員数２４（１７）名 出席者１９名 

 

会長報告 

 皆さん、こんばんは。は～、疲れました。あまりの実力差と負けっぷりに、かえって清々しい

感じもしました。高校野球もゴルフみたいにハンディが欲しいです。最後まで応援くださり 

本当にありがとうございました。今年はコロナ禍での開催とあって人数も制限されており、 

いつも皆さんにお配りするタオルとか作っておりませんでしたので、甲子園球場の売店で 

買った全出場校の名前が入ったクリアファイルをお礼の印、また今大会の思い出としてご笑納 

下されば幸いです。 

それにしても仙台育英高校は強かったです。スタンドで観ていて、圧倒的な実力差を痛感 

しました。本校の野球部員も出場が決定してから、テレビやスポーツ新聞各紙に連日取り上げ

られて天狗になっておりましたので、今日の試合で甲子園優勝を狙うチームのレベルの高さを

目の当たりにしたことでしょう。 

オレたちは決して強くないんだということで、明日からまた夏に向けて目の色を変えて 

頑張ってくれることでしょう。まずは選手たちにお疲れ様、そして去年の秋季県大会から 

始まって今日まで応援させてくれてありがとうと言いたいです。今後共神戸国際野球部の応援

をよろしくお願いいたします。これで明日から心置きなく阪神タイガース、もとい楽天イーグ

ルスを応援できます♪ 

さて本日は「朗読とは」と題しまして、あおぞらドラマカンパニーの前田伊都子様にお越し 

頂きました。前田様、コロナ禍の大変な時にもかかわらず快くお受け下さり誠にありがとう 

ございました。本日の卓話、何卒よろしくお願いいたします。 

私事で恐縮ですが先月の引越しで、我が子の懐かしい写真やランドセルや絵本等がたくさん 

出てきました。「これを機に断捨離するぞ～！」と家族のみんなに言っておきながら、子育て 

奮闘記のいろんな思い出の品々が出てきますと私の方が捨てられず、あれもこれもと段ボール

箱に入れて持って行ってしまいました。中でも絵本は入れ替わり立ち代わりやって来ては 

「パパ読んで」と言うので、4人の子供が満足するまであぐらをかいた足の上に座らせて順番に

読んでおりました。最後の方は足がしびれるほどでしたが、特に下の子はいつの間にか眠って 

しまいお布団に寝かしつけることもしばしばでした。 

絵本の読み聞かせから始まって中学・高校・大学と自分で黙読するようになりましたが、 

やはり子供の頃の原体験よろしく大人になってもプロのナレーターの方が朗読する番組とかを 

見ますと、私も成人した我が子も何だかうっとりと聞き入ってしまいます。 

毎週日曜日、私はアーメンの礼拝の中で聖書を朗読しておりますがいつも噛んでばかりで、 
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それだけに今日の前田先生のお話をしっかり聞いて、もっとうまく聖書朗読できるように 

なりたいです。前田先生ご指導よろしくお願いいたします。うまく朗読したいな～との願いを

込めて一句。 

「文章を ことばにしたら 言霊に なりてみんなの 心に響く」 

本日は前田先生ご友人の米倉様がゲストにお越し下さいました。どうぞ最後までお楽しみ 

下さいますように。 

 

会報･雑誌･広報(I.T.)･R情報委員会 

 現在、当クラブのホームページがリニューアルしつつあるのですが、ホームページのトップ 

ページの下の方にカレンダーが出るようになりました。そこで例会の予定や地区の予定が確認 

できます。ご活用下さい。 

 

ニ コ ニ コ 箱（本日合計１２，０００円／累計６７７，０００円） 

 磯田君(前田先生、本日よろしくお願いします)、三木谷君(今日の卓話、前田さんよろしく)、

中塚君(結婚祝いを頂いて。金婚を過ぎて 2年ですが、まあまあです)、八代君(前田様、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。卓話よろしくお願い致します) 

    3月ニコニコ箱合計９２，０００円 

 

エンジョイＢＯＸ（本日合計３，０００円／累計７２，９８３円) 

八代君(野球部の応援ありがとうございました。また夏に向けてガンバリます！) 

   3月エンジョイ BOX合計１０，０００円 

 

会合開催報告 

 ・ＳＥＴＳ 3月 21日(日)13：30～17：00 於:神戸ポートピアホテル 出席者:澤村次期幹事 
 
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 

4月 2日

（金） 
12:30 神戸西 *1 男のエレガンスに寄せる私の想い     中島典子会員 

4月 5日 

(月) 

12:30 神戸東灘 *3 →4日(日)13：00～に変更 観桜例会の為 

18:00 神戸南 *4 会長スピーチ              清水泰人会長 

4月 6日 

（火） 

12:30 神戸東 *1 相続の話                藤原雅司氏 

12:30 神戸ベイ *3 →移動例会 観桜会の為 於:ラ·スイート神戸オーシャンズガーデン 

18:30 神戸六甲 *2 感謝の気持ちを込めて   元米山奨学生 金 慧英さん 

18:30 神戸中 *1 口腔と全身の関係  新神戸歯科 歯科医師 鈴木麻夕氏 

12:30 明石北 *5 未 定 

4月 7日 

（水） 

12:30 神戸須磨 *7 私とロータリー            宇賀浩生会員 

12:30 明石 *6 今年度の社会奉仕活動について 井藤圭順社会奉仕委員長 

4月 8日 

(木) 

7：00 神戸モーニング *9 クラブフォーラム  社会奉仕活動について 

12:30 神戸 *4 コロナ禍の前のシアトル 兵庫県ワシントン州事務所 前所長 河知秀晃さん  

12:30 神戸西神 *8 未 定 

18:00 明石東 * 会員卓話        伊藤勝晧会員·柏木善義各会員 
 
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＞ 
 
・2021学年度 米山記念奨学生・カウンセラー オリエンテーション 

  日 時：2021年 4月 11日(日) 13：30～ カウンセラーオリエンテーション 

   14：30～ 米山記念奨学生オリエンテーション 

    (奨学生とカウンセラー同席の上、実施します) 

     17：30  終了予定 

 会 場：神戸ポートピアホテル 本館 B1 偕楽の間 

 出席者：永田カウンセラー・米山奨学生エリーさん 

 ※「カウンセラーハンドブック」を熟読頂き、当日ご持参下さい。 

  ※ オリエンテーションの中で、カウンセラー奨学生とも 1分程度のショートスピーチ 

  (自己紹介)をおこなって頂きます。懇親会はございません。 

 

・2021 年  地区研修・協議会 

  日 時：2021年 4月 29日(木·祝)10：30～16：30（予定） 

  ※開会時間は 10時 30分ですのでご注意ください。昼食をご用意いたします 

 場 所：神戸ポートピアホテル・ポートピアホール 

 出席義務者：2021-22年度 小林会長、澤村幹事、八代会員(クラブ管理運営委員長代理)· 

     鴇田会員増強委員長·近平職業奉仕委員長·小坂社会奉仕委員長· 

     永田青少年奉仕委員長·木下国際奉仕委員長·善國 R財団委員長· 

     藤田会員(米山記念奨学委員長代理) 

 ※社会奉仕部門·国際奉仕部門は「新版 補助金申請・補助金管理マニュアル」をご持参下さい。 

 ※欠席の場合には代理の方をお願い致します。 

 

 

 


