
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１５日(木)第３０回(通算２１８５号) 

  

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

本年度第３０回〔 ４月１５日(木)〕      本年度第３１回〔 ４月２２日(木)〕 

プログラム   プログラム 

 「伝統と革新がもたらす   「プロフェッショナルとは？」 

 サスティナブルな酒造り」 ヴィッセル神戸 

 株式会社酒心館   強化部長 栗 原 圭 介 氏 

 社 長 安 福 武 之 助 氏 

     於:本館 2F六甲の間 

 於:本館 3F 舞子の間 

 

シンギング   シンギング 

「風」   「茶摘み」 

  

   

 

 

 

 

会合予告  

社会奉仕委員会 4月 15日(木) 例会終了後 ロビー 

エレクト理事会② 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) 13：00～16：30 ポートピアホール 

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 

 添付書類 「定例理事会⑨議事録」   配付物 「ハイライトよねやま 253」 
 

① ・・・クラブアッセンブリー (現・新引継ぎ )のお知らせ・・・ 

 日 時：2021年 6月 3日(木)例会中に開催 於:緑風館 1F「五色の間」 

② 現委員長に「2020-2021年度 活動報告書用紙」、新委員長に「2021-2022年度 基本方針・ 

活動計画(案)用紙」を配付しています。5月 20日(木)までにご提出お願い致します。 

(〆切厳守) 

③ 兵庫県のまん延防止等重点措置を受け、ガバナー事務所の勤務体制が 4月 22日(木)より 

当面の間、事務所と在宅の併用勤務となります(勤務時間 10：00～17：00)。電話での 

問い合わせは原則ご遠慮頂き、メールでの問い合わせにご協力お願い致しますとの事です。 

    ガバナー事務所メールアドレス rid2680@abelia.ocn.ne.jp 

 

本日の MENU 照焼きチキン·カレーポテトサラダ·炊合せ·とうもろこしごはん·香の物·味噌汁 

本日の BGM 「ＳＩＮＧ」「花」他 

mailto:rid2680@abelia.ocn.ne.jp


④ 三木 明 R財団管理委員エレクトより、2018-20年度 RI理事で副会長を務められた 

ナイジェリアのインカ・ババロラさんから届きました「アフリカ平和コンサート」に 

ついてのご案内を頂きました。アフリカの豊かな文化にふれ、アフリカでの平和構築を 

支えるこの貴重な機会にぜひご参加頂けますことを願っておりますとの事です。 

開催日時：日本時間 4月 24日午前 0：00～3：00 

※以下のリンクから登録とお支払いができます。 

https://www.paybills.ug/index.php/Africa-Peace-Concert. 

※US50ドル以上のご寄付をお願いできればありがたく思います。コンサートの収益は 

全額、ロータリーアフリカ平和基金(Rotary Africa Peace Fund)の支援に充てられ 

ます。皆様からの参加料のお支払いは、ロータリー財団への寄付として記録されます。 

ただし、このご寄付はロータリー日本財団の税制優遇処置が受けられません。 

 

４月 ８日(木) 例 会 報 告                             

◆ゲ ス ト 名谷ダンススタジオ 前田晃弘氏·樫原千香子氏(ゲストスピーカー)、 

 平田 晃さん(三木谷会員ゲスト) 

◆欠 席 者 小林君·鴇田君·安井君·吉川君 

◆出 席 者  会員数２４（１７）名 出席者２０名 

 

会長報告 

 皆さん、こんばんは。やっと緊急事態宣言が解除され、例会も再開されたと思いきや、今度は

特措法によって導入された「まん延防止等重点措置」なる発令がなされ、私もそうですが一体

緊急事態宣言と何が違うんだといった疑問を持たれた方も多いのではないでしょうか？ 

神戸垂水 R.C.では今年最初の理事会で、緊急事態宣言が発令されたら解除されるまで例会は 

中止ということを決定しておりますが、今回のいわゆるマンボウに対してはその存在すら 

知らず、現時点での休会は決まっておりません。従って本日の例会も開催し皆さんにお越し 

いただいたわけですが、今日の例会終了後に行われる理事会で今後どうするかしっかり 

話し合って決めたいと思います。 

この「まん延防止等重点措置」ですが、私も少し調べてみました。結論から申しますと前回の

緊急事態宣言のレベルを 1 階としますなら、昨年発令された最初の緊急事態宣言はより厳しく、 

階段を上って 2階になります。では今回のまん延防止等重点措置はどうなのかといいますと、

実は前回の緊急事態宣言より厳しく、去年の緊急事態宣言よりは軽い中 2階のようなレベルだ

そうです。 

これはニッセイ基礎研究所の松澤登さんという方の論説ですが、前回の緊急事態宣言より 

厳しいとなりますと、理事会でも早急に今後の対応を決めなくてはなりません。また最新の 

ニュースでは今日の兵庫県の新規感染者数は 311人で、2日連続 300 人を越えました。また 

神戸市では過去 2番目に多い 128人が新たに感染しました。同じ舞子ビラで例会を行っている 

明石東 R.C.は、今日から休会だそうです。今日の理事会でしっかり話し合い、そしてなるべく 

早く皆さんに今後についてご連絡させていただきます。 

昨年から始まった新型コロナですが、皆さんの職場でも責任を有するお立場から毎日の感染 

防止対策等神経をすり減らし、気も滅入りがちではないでしょうか。そんな中嬉しい知らせも 

ございます。実は今日、神戸国際大附属高校の第 59 回入学式が明石市民ホールで行われました。

一昨日は大学の入学式がベイシェラトンで行われました。どちらの新入生を見ましても実に 

初々しく、彼ら彼女らのためにも決してコロナに負けないぞといった熱い気持ちになりました。 

しかも本日の例会は「楽しい社交ダンス」と題しまして、名谷ダンススタジオから前田晃弘様

と樫原千香子様にお越しいただきました。本当にありがとうございます。コロナコロナで 

気持ちもふさぎがちな時だけに、なおのこと楽しそうな卓話で嬉しいです。本日の卓話、 

どうぞよろしくお願いいたします。 

ダンスでコロナを吹っ飛ばせ！ そんな気持ちで一句作ってみました。 

「青空に 飛び交う雀 楽しそう 心の中で レッツダンシング！」 

https://www.paybills.ug/index.php/Africa-Peace-Concert


ニ コ ニ コ 箱（本日合計３，０００円／累計６９７，０００円） 

 星島君(乾会員、桜のライトアップ、家族で大好評でした。ありがとうございます)、八代君 

(前田様、樫原様、ようこそ神戸垂水 R.C.にお越し下さいました。本日はよろしくお願い 

します！)、 

 

エンジョイＢＯＸ（本日合計１４，０００円／累計９９，９８３円) 

 磯田君(前田先生、本日のダンス楽しみにしています)、山中君(14 階での例会久しぶりですね。 

楽しいです)、由良君(素晴らしい景色が見れて幸せです) 

 

☆他クラブよりのお知らせ 

神戸須磨 R.C. コロナウィルス変異株の急増を受け、4月中の例会は ZOOMにて開催。 

神 戸 中 R.C. 4月 20日(火)の移動例会を通常例会に変更。 

神 戸 R . C .  4 月 15 日(木)～5 月 13 日(木)は通常例会(オンライン併用)。例会中の食事提供なし。 

神戸東灘 R.C.  まん延防止等重点措置適用期間中の例会は 12：30より食事なし、ソングなし 

 で 40分程度実施。 

神 戸 東 R.C. 4月 13日(火)～5月 11日(火)まで通常例会(オンライン併用)。食事はなし。 

神戸六甲 R.C. まん延防止等重点措置適用期間の例会は休会。 

  

休 会   

4月 19日(月)  神戸南 R.C. (まん延防止等重点措置適用の為) 

4月 29日(木)  神戸モーニング R.C. 神戸 R.C. 明石東 R.C. (祝日の為) 

  4月 30日(金)  神戸西 R.C.（定款により） 

  5月 3日(月)  神戸東灘 R.C. 神戸南 R.C.（祝日の為） 

  5月 4日(火)  神戸東 R.C. 神戸ベイ R.C. 神戸六甲 R.C. 神戸中 R.C. 明石北 R.C.（祝日の為） 

  5月 5日(水)  神戸須磨 R.C. 明石 R.C.（祝日の為） 

  5月 6日(木)  神戸 R.C. 明石東 R.C. (定款により) 

 

会合開催報告 

 ・定例理事会⑨ 4月 8日(木)例会終了後 於:ロビー 出席者:9 名 

 

 

 

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 16日

（金） 
12:30 神戸西 *1 (オンライン開催)和の起源        笹倉宣也会員 

4月 19日 

(月) 

12:30 神戸東灘 *3 (例会時間 12：40頃まで) 卓話      持田俊介会員 

18:00 神戸南 *4 休 会 (まん延防止等重点措置適用の為) 

4月 20日 

（火） 

12:30 神戸東 *1 キリンビールの復活           田島勝也会員 

12:30 神戸ベイ *3 会員卓話               西之原勇二会員 

18:30 神戸六甲 *2 休 会(まん延防止等重点措置適用の為) 

18:30 神戸中 *1 会員卓話                松本孝史会員 

12:30 明石北 *5 建築の話パート 5            濱端 俊会員 

4月 21日 

（水） 

12:30 神戸須磨 *7 (ZOOM開催)会計よもや！ま話      倉島 進 会員 

12:30 明石 *6 ロータリーの進む方向   パストガバナー 矢野宗司氏 



4月 22日 

(木) 

7：00 神戸モーニング *9 

クレジットカード超活用術！  

アメリカン·エクスプレス·インターナショナル·インコーポレイテッド   

法人事業本部 医療チーム課長 大原孝志氏 

12:30 神戸 *4 信用金庫と私             西多弘行会員 

12:30 神戸西神 *8 未 定 

18:00 明石東 * 臨時休会（まん延防止等重点措置適用の為） 
 
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 年  地区研修・協議会 

日 時：2021年 4月 29日(木)13：00～16：30(全体会議のみの開催) 

※ライブ配信も予定。 

※ 分科会は中止。全体会議のみとし午後からの開催。各分科会の資料は 

後日各クラブへ送付予定。 

場  所：ポートピアホール 

出席要請者：2021-22年度 会長・幹事 

※体調に不安のある方は無理されませんようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


