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週報

今年度方針「強いクラブになる！強いチームになる！」
今年度方針

2018 年 5 月 10 日（木）

第 38 回例会（通算 80 回）
奉仕の理想

「地区研修・協議会 参加報告」

奉仕の理想に集いし友よ
御国に捧げん我等の業
望むは世界の久遠の平和
めぐる歯車いや輝きて
永久に栄えよ
我等のロータリー ロータリー
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6/22 旭川ﾓｰﾆﾝｸﾞ RC 創立 25 周年

米山奨学部門

赤松幸治 会員

6/23,24 札幌ﾓｰﾆﾝｸﾞ RC 創立 30 周年
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5/12 (土)

神戸西神 RC35 周年記念例会（門脇幹事、山本 SAA）

16:00-19:30

神戸西神ｵﾘｴﾝﾀﾙﾎﾃﾙ 4F「翔雲の間」

5/17 (木)

「NHK WORLD - JAPAN 活用術」NHK 神戸放送局長 林理恵氏

7:00 - 7:45

香港茶楼

5/24 (木)

クラブフォーラム

7:00 - 7:45

香港茶楼

6/2 (土)

地区立法案検討会（選挙人 1 名）

13:00-14:00

神戸商工会議所会館 神商ホール

6/2 (土)

地区会員増強セミナー（次年度会長、幹事、会員増強委員長、クラブ管理運営委員長）

14:00-17:00

神戸商工会議所会館 神商ホール

6/6 (水)

神戸第 2G 現新合同会長幹事会

18:00-

神仙閣

案内

神戸ベイ RC より 5/26 インターナショナルキッズデイ（六甲アイランド ファッションマートビル）

週報

神戸第 2 グループ内クラブ、神戸 RC、神戸東灘 RC、神戸六甲 RC より

国内モーニングロータリークラブ行事案内
6/22（金）旭川ﾓｰﾆﾝｸﾞ RC 創立 25 周年式典 15:00~ アートホテル旭川 一人 12,000 円 (締切 5/15)
歓迎懇親会 19:30 - 21:00 一人 4,000 円
6/23（土）札幌ﾓｰﾆﾝｸﾞ RC 創立 30 周年 17:00~ センチュリーロイヤルホテル 一人 15,000 円 (締切 5/10)
懇親会二次会 20:45~ 一人 5,000 円
6/24（日）札幌ﾓｰﾆﾝｸﾞ RC 記念ゴルフ大会 札幌国際 CC 島松ｺｰｽ 会費 5,000 円 ﾌﾟﾚｰ代 15,000 円程度
市内観光 9:00-15:00 一人 8,000 円
※ 締切がきていますので、お早めにお知らせ下さい。

親睦

誕生日：堅田真司会員（5 月 9 日）42 歳

前回例会報告［4/26（木）］
来訪者

浅木幸雄様、永松潔和様、小泉康史様、塔本均様（神戸 RC4 名）
、佐野太一朗様

出

当日 88%（22/25 名）

席

ニコニコ

会員数 28 名（出席免除者 3 名）

4 月暫定出席率 93%

安田会長：浅木ガバナーノミニー、卓話楽しみにしております。
第 2 回脇濱カップ勝者：勝ちましたので全てを寄付します。

皆さんおはようございます。最近、支店長の方がどんどんこのクラブに来ていただき非常に嬉
しく思っています。クラブとしても受け入れる体制が出来てきたと感じます。この時期は地区大会も終わっ
て次年度への動きが活発になって、私も次の年度へのバトンタッチに動いていますが、村上さんの青少年の
活躍や、門脇さんが京都モーニングの周年式典を前向きに進めていますので皆さんもご協力お願いいたしま
す。例会に関しては、前回はカミネの片野さん、今回は北野クラブの浅木さんという神戸の伝統ある企業を
お迎えして卓話をいただきますが、私もこの二つの会社とはご縁がありまして、最初のホームページをどち
らも 20 年前の同じ時期に作らせていただいた事を思い出しました。それから 20 年が経ち、インターネット
は個人がどんどん発信する時代になっていますが、我々がアナログで週 1 回例会に集まる意味をそれぞれ考
えて行きましょう。今日もそういった意味を込めて例会を楽しみましょう。よろしくお願いします。

32 歳で神戸ロータリークラブに入会。今で 44 年間。
推薦人の息子さん（永松潔和氏）が今日はお見えです。
11 年前に神戸 RC の会長をさせていただきました。
地区でも国際奉仕委員会や、震災の年は社会奉仕委員長を 2 年間。
震災時、全国から集まった寄付金は 8 億円。それをクラブへ分配。
振り返ると 22 歳に大学を卒業し、フランスへ渡航。当時$1=360 円。
母が作った北野クラブがフランス料理ですので興味があった。
フランスで結婚。子供ができて帰国。
通産省に行き、香水の輸入を始める。
大阪の万博でお土産に香水が売れた。
父がニューヨークのツインタワーや Newark エアポートを設計。
ロータリーでは、青少年交換生の選考をしていました。
神戸ロータリークラブは 20 年間オーストラリアから山手女子高校で受け入れ。
ロータリーの目的である、いい人を育てることに青少年交換はぴったり当てはまる。
RI によって青少年交換は社会奉仕に組み込まれる可能性があるようです
RI の決定もありますが、各クラブで奉仕活動を決定してどんどん実施してください。
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5/10 (木)

12:30

神戸

青少年奉仕ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ参加者の生の声

神戸 RAC デヴァ美穂さん

ポ

12:30

神戸西神

ﾌｫｰﾗﾑ「創立 35 周年記念例会」

今田学志 35 周年実行委員長

西

「板橋北區扶輪社を迎えるにあたって」

折戸善信 国際奉仕委員長

5/11 (金)

12:30

神戸西

出逢い

飯山嘉昭会員

オ

5/14 (月)

12:30

神戸東灘

青少年奉仕月間

池尾 青少年奉仕委員長

ベ

5/14 (月)

18:30

神戸北

日中友好平和条約 40 周年記念ミニコンサート

田偉さん エンギさん

A

5/15 (火)

18:30

神戸中

マラソン花盛り

芳賀紘一氏（神戸西 RC）

オ

5/16 (水)

19:15

西宮イブニング

クラブアッセンブリー

地区研修・協議会 参加者

プ

〈場所〉西：西神オリエンタルホテル、ポ：神戸ポートピアホテル、舞：舞子ビラ、オ：ホテルオークラ神戸

ベ：神戸ベイシェラトンホテル&タワーズ、A：ANA クラウンプラザホテル神戸、プ：プレラにしのみや

