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Light Up Rotary
クラブ会長テーマ

― 奉仕の輪・心の和 －
会長 松田 洋三

今週の例会プログラム（11 月 28 日）

幹事 阪本 幸一

次週の例会プログラム（12 月 5 日）

「日本の食文化の良さ」

「年次総会」

西大和料亭さえきオーナー

松田 洋三会長

佐伯 省吾氏
ソング： 旅愁

ソング： 君が代・
神戸北ロータリークラブの歌

【平成 26 年 11 月 21 日の例会より】
➬会 長 報 告（松田会長）
先週は有馬 RC との合同例会で大変楽しい時間を過ごす事が出来ました。八十島親睦委員長あり
がとうございました。特にフルートの演奏をしてくださった上田様が、私たちが知っている曲を
選んで演奏をして頂いて大変良かったと思います。
２週間前に米山功労者の名前を紹介するべきところを、私の手違いで石田会員の紹介をしない
ままに終わってしまい申し訳ありませんでした。今年度も石田会員には米山奨学に寄付を頂いて
ありがとうございました。
今日は衆議院の解散がされ、１２月１４日に選挙ということになっています。１２月１４日と
いえば赤穂浪士の討ち入りの日が頭に浮かぶのですが、選挙になれば小さい政党は消滅する運命
になる可能性が大です。ロータリークラブも会員数が減ると運営が大変なので、早急に会員増強
が必要です。今年度は３～５名の会員増強が出来るのではないかと考えています。皆様、よろし
くお願い致します。
➬幹事報告(阪本幹事)
1. ガバナー事務所より地区大会のお知らせが届きました。
日時：2015 年 2 月 28 日(土)3 月 1 日(日)
場所：神戸ポートピアホテル
2. 大室前年度ガバナー事務所より「地区大会報告書」が届いています。
3. 神戸第 2 グループＩ.Ｍのご案内
日時：2015 年 1 月 31 日（土）
場所：神戸西神オリエンタルホテル 4Ｆ祥雲の間
4.『ロータリーの友』英語版に北クラブの活動(陸前高田の子どもたちを神戸に招待)が掲載され
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れていますので、回覧します。
5. 滝澤ガバナーより、公式訪問のお礼状が届いております。他クラブの週報と共に回覧致しま
す。
➬委員会・同好会報告
・プロバス委員会
尼崎プロバスクラブ創立 18 周年行事開催のご案内
日時： 2014 年 12 月 8 日(月)11：30～12：30
午前の部
13：00～15：00
午後の部
場所：ホテル・ホップインアミング２階
オークの間
主題：
「21 世紀へ、心身共に健やかで確かな人間力の育成」
＊出席希望の方は、事務局までお申し出下さい。
・プログラム委員会
12 月のプログラム予定
12 月 5 日
12 月 12 日
12 月 19 日
「年次総会」
「ロータリー財団について」
「忘年家族例会」
松田会長
岡本Ｒ財団委員長
担当：親睦委員会

坂田委員長

岡委員長
12 月 26 日
「会員卓話」
多田 修造会員

➫本日の例会プログラム
「朗読・名作を読む」

朗読家 平松 寿代氏

芥川 龍之介作「藪の中」より

平松 寿代様

伴 奏 廣島 早苗氏

阪本幹事、廣島様、平松様、松田会長、西村ＳＡＡ

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

ニコニコ箱

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

松田会員： 美崎先生、有馬ＲＣとの合同例会の写真ありがとうございました。
阪本会員： 昨日は、晴天のもと楽しいゴルフ、茅園さん、山田さん、矢野さんありがとうござ
いました。美崎先生、写真ありがとうございます。
井関会員： 皆様からご支援いただいています、ひょうご被害者支援センターですが、堀内会員
のご協力でニュースレターを作成しました。本日配布させて頂きます。よろしくお
願い致します。
茅園会員： 山田さん、矢野さん、阪本さん、昨日はありがとうございました。
辻尾会員： 美崎先生、写真ありがとうございます。
小塩会員： 美崎先生、写真をありがとうございます。
計 17.000 円

累計 362,000 円

◎

ビジター

2 名 加藤 琢二様(神戸 RC) 西村 俊一様(神戸 RC)

◎

ゲスト

3 名 平松 寿代様(ゲストスピーカー) 廣島 早苗様(ピアニスト)
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矢子 みか様(会長ゲスト)
◎

メークアップ

なし

◎

欠席者

5 名 堀内会員、増田会員、西岡会員、山田会員、矢野会員

◎ 出席報告
例会日

会員数

出席会員数

免除会員数

メークアップ数

欠席会員数

出席率（％）

11 月 21 日

27 名

17 名

5名

0名

5名

77.27％

11 月 7 日

27 名

19 名

3名

0名

5名

79.16％

行 事 予 定
1. 第 73 回ロータリーほろにが会
日時：2014 年 11 月 29 日（土）18：00～

場所：ホテルオークラ「平安の間」

2. 第 3 回会長幹事会
日時：2014 年 12 月 1 日(月)18：00～20：30 場所：三宮 松廼家
3. 「神戸第 2 グループＩＭ」
日時：2015 年 1 月 31 日（土）15：00～

場所：神戸西神オリエンタルホテル

今週の歌

旅 愁
更け行く 秋の夜 旅の空の わびしき思いに ひとり悩む
恋しや 故郷 なつかし 父母 夢路にたどるは

さ と

故郷の家路

更け行く 秋の夜 旅の空の わびしき思いに ひとり悩む
・・・・ロータリーの友英語版より・・・・

Children from Northeastern Japan
Visit a Fully Recovered Kobe
The Rotary Club of Kobe North
Twenty years ago the city of Kobe was devastated by
a major earthquake. In order show how the city has been
rebuilt, the Rotary Club of Kobe North, with cooperation
from the Rotary Club of Rikuzen-Takata, invited fifteen
sixth graders and five accompanying parents from the
city of Rikuzentakata Iwate Prefecture, a town devastated
in Tohoku’s 2011 earthquake. From July 31 to August
2, 2014 the children were shown the earthquake victimmemorial in front of Kobe City Hall, walked the
streetsof downtown Kobe where many buildings had beendestroyed, and visited Port Island and other
spots around the port of Kobe, so they could see for themselves how well the city has healed, thus giving
them hope for

the future of their own city. The group also attended a
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meeting of Kobe North RC.
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