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クラブ会長のテーマ
「見つめよう我がクラブ」
― 親睦と奉仕の調和を ―
会長 中西

今週の例会プログラム（7 月 10 日）

「五大奉仕委員長就任挨拶」

勝

幹事 西村 文茂

次週の例会プログラム（7 月 17 日）

「各委員長活動方針」

大久保クラブ奉仕 西岡職業奉仕 井関社会奉仕

八十島出席、杉浦会報、矢野親睦、多田会員選考

美崎国際奉仕 岡本青少年奉仕の各委員長

阪本会員増強、岡本Ｒ情報の各委員長

ソング ：夏は来ぬ

ソング ：知床旅情

【平成 27 年 7 月 3 日の例会より】
➬会 長 報 告（中西会長）
新年度になりました。皆様この一年宜しくお願い申し上げます。
神戸 RC の中島さん、米山奨学生の李海浜君、ようこそお越下さいました。
➬幹 事 報 告(西村幹事)
1. ７月のロータリーレートは１ドル 124 円です。
2. ネパール震災被害に対する義捐金についての報告がきております。各ロータリークラブよりの
合計 3,518,263 円もの義捐金が寄せられました。全額国際ロータリー第 3292 地区(ネパール及
びブータン)に 6 月 30 日全額送金されました。
3. 直前ガバナー事務所よりガバナー事務所としての業務終了と「直前ガバナー事務所」としての
業務を 9 月末日まで行います。
4. 本日、上半期の会費納入のお願いをお配りしました。ロースターは、次週皆様に配布致します。
5. 本日例会終了後、定例理事会を開催します。
6. 他クラブの週報を回覧します。
➬委員会・同好会報告
・前年度出席委員会

阪本前幹事

前年度の皆出席の方々の確認をさせて頂きます。
石田会員、茅園会員、松田会員、美崎会員、西村会員、西岡会員、大久保会員、阪本会員
坂田会員、 その他の方のお申し出がなければ、前年度、皆出席者を以上 9 名の方々とします。

例会場
例会日
事務局

ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸 9Ｆ 〒650-0002 神戸市中央区北野町１丁目 1 ＴＥＬ. 078-291-1121
金 曜 日 18:30～19：30
ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸 11Ｆ 〒650-0002 神戸市中央区北野町１丁目 1
ＴＥＬ 078-231-2211 ＦＡＸ 078-231-2211
E-mail：knrc＠ace.ocn.ne.jp
ホームページ：http://knrc.exblog.jp/

・親睦委員会

矢野委員長

７月にお誕生日をお迎えになる会員
杉浦会員 ９日

多田会員 11 日

塩谷会員

23 日

ご夫人の誕生日
太田夫人

22 日

結婚記念日 西岡夫妻

23 日

＊皆様、
おおめでとうございます。

・米山奨学委員会

石田委員長

今日は、米山奨学生の李海浜君が例会に出席しておりますので、7 月の奨学金をお渡しします。
2015－2016 年度上半期会費納入のお願い
１７０，０００円
三井住友銀行 湊川支店
普通預金 NO.４２３６１３８
神戸北ロータリークラブ 会計 明石 慎司

金 額
振込先
口座名

本日の例会プログラム
「就任挨拶」
中西会長
15 年前のことは、すっかり忘れてしまいました。そんなことから今年度一年間会員各位のご協力、
ご指導を宜しくお願いします。ＲＩ会長,地区ガバナーの行動方針等は先の「新年度に備えて」で
話をしましたが、もう一度簡単に申し上げます。
RI 会長

ラビンドラン氏

テーマ

be a gift to tha warld （世界へのプレゼントになろう）
私たちの人生の価値はどれほど得たかではなく、どれほど与えたかによって
判断されるのです。
「才能、知識、能力、努力、献身、熱意」誰でも与えることが出来
る、何かを持っているのです。ロータリーを通じて世界へプレゼントすることによっ
て、誰かの人生に、そして世界に真の変化を起こすことが出来るのです。

ガバナー 丸尾研一氏
行動方針 try hard to enjoy pure rotary 【真のロータリーを一生懸命楽し
みましょう】
クラブテーマ 「見つめよう我がクラブ」――親睦と奉仕の調和を―
100 年に及ぶロータリーの歴史と 40 有余年にわたる当クラブの伝統を大切な礎として、
クラブ創設時の先人の思いと原点を振り返り、改めてロータリーの本質を、そして壮
年期に達した当クラブの意義を見つめることが大切であると考えます。近年クラブの
運営や例会のあり方も大きく変わってまいりました。それは当然のことであって、過
去にこだわることは、
、社会の変化に対応できないのであるが、しかしながらクラブと
いう一つの組織においては、一定のルールと規律が存在しなければなりません。前年
度においては多くの仲間が入会されました。会員は皆平等でありますが、先人達が築
いてきた一定の役割や責務があります。たとえば、比較的入会暦の浅い会員さんは、
お忙しいとは思いますが、出来たら少し早い目にお越しを頂き会員さんと顔を合わせ
ることも大事であると思います。またロータリーの各種行事には積極的に参加をいた
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だくことも大切であります。
近年このようなことが多少薄れているように感じますこのように例会規律などの再
度見直しをしたい。
具体的活動方針
1. クラブ運営と例会規律の見直し
1. 会員増強
1. 複数年度にわたるプロジェクトの推進
1. ロータリーデーの開催
大久保副会長
本年度副会長を仰せつかりました大久保です。今年度中西会長のクラブテーマは -『見つめよ
う我がクラブ』
、親睦と奉仕の調和を- でございます。
親睦と奉仕、此の２大奉仕活動のベストミックスが達成できますように、各委員会との十分な
意思疎通を図り、皆さまのご協力を得ながら、会長を補佐していく所存でございますので宜しく
お願い致します。
西村幹事
本年度、幹事という大役を仰せつかりました西村です。１年間よろしくお願いします。２００
３～４年の嘉本会長の時以来１２年ぶり２度目の幹事です。有意義で楽しい例会の運営ができま
すよう努力を惜しまず、中西会長に協力して地域社会の役に立つ活動をさせていただきたいと思
います。前回は、入会して余り年数が経っておらず、ロータリーのことが良く分からないまま嘉
本さんに教えてもらいながら勉強させていただきましたが、今期は、初心に戻り皆様のご指導を
賜りながら、真摯に幹事の任務を全うしたいと思います。当クラブは、前年度多くの新入会員が
あり、活気が出てきました。今年度は、この勢いがさらに高まるよう願っています。
中西会長率いる本年度の神戸北ロータリークラブの活動が充実した良い年度になりますよう全
力で努めたいと思っていますので、何卒皆様１年間ご協力をよろしくお願いします。
茅園 SAA
今年度 SAA を担当致します茅園です。
不慣れで至らぬ事が多々あり、例会をスムースに進められるか、ハプニングに上手く対応でき
るのか非常に不安ですが大目に見ていただくよう宜しくお願いします。
私はしゃべることが苦手ですが、副 SAA に心強い堀内まさみ氏がいらっしゃいますので時々交
代したいと思っています。
座席に関しては、出来るだけかたまらないように配慮したつもりですが、もし出席者の状況で、
不均衡なテーブルが出た例会がありましたら、適宜、均等になるように席替えしていただくよう
にお願いします。一番かたまらないのは全員出席ですので皆様のご協力をお願いします。
食事については、中華に関しては量より質を、和食は毎回同じような内容にならないようにお
願いしております。
また、例会運営について、ご意見がありましたら、御遠慮なくお申し付けください。皆様のご
意見を参考にし、１年間、例会がよりよいものになればと考えています。
どうぞよろしくお願いいたします。
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★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

ニコニコ箱

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

中西会員： 今年度一年間、よろしくお願い致します。
西村会員： 本年度 1 年間よろしくお願い致します。
大久保会員：新年度よろしく。
茅園会員： 皆様、本年もよろしくお願いします。
多田会員： ①中西丸の船長さん、並びに乗組員の皆様、今年度よろしくお願いします。
②誕生日のお祝いをいただいて。
岡本会員： 中西会長様、今期、よろしくお願いします。
中村会員： 新年度、よろしくお願いします。
美崎会員： 中西丸の出帆を祝して。
矢野会員： 中西会長はじめ、新理事、役員の皆様、1 年間よろしくお願いします。
阪本会員： 中西会長、西村幹事、茅園ＳＡＡ，理事役員、会員に皆様、一年間よろしくお
願いいたします。
石田会員： 中西会長、理事の皆さん、一年間ご苦労様です。
井関会員： 中西会長、西村幹事、頑張って下さい。社会奉仕委員長に就任します。ご支援
よろしくお願いします。
堀内会員： 新会長、中西さん、よろしくご指導下さい！
杉浦会員： 誕生日のお祝いを頂き、ありがとうございました。
松田会員： 西川様、お店を利用させていただきまして、有難うございました。カラオケを
たのしませて頂きました。
合計 69.000 円
◎

ビジター

2 名 中島 洋人様(神戸 RC) 李 海浜君(米山奨学生)

◎

メークアップ

なし

◎

欠席者

6 名 明石会員、小塩会員、西川会員、西岡会員、矢子会員、
山田会員

◎

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（％）

7月 3日

29 名

19 名

4名

0名

6名

76％

6 月 19 日

28 名

20 名

3名

2名

3名

88％

行 事 予 定
1.2015-16 年度 米山セミナー及び交流会のご案内
日 時：2015 年 7 月 25 日（土）
【第 1 部】 時間： 受付開始：13：30 開会 14：00～16：45
会場： 神戸ポートピアホテル 南館Ｂ1 トパーズ
【第 2 部】 時間： 開会 17：00～18：30
会場： 神戸ポートピアホテル 本館 30Ｆ プレンデトワール
会費： 5,000 円
中西会長エレクト、西村次期幹事、石田次期米山委員長出席予定
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2.第 74 回ロータリーほろにが会のご案内
日 時：2015 年 8 月 1 日（土）18：00 受付開始

18：30 開会

場 所：メリケンパークオリエンタルホテル

瑞天の間

会 費：￥10,000 円

締 切：7 月 24 日

・・・今週の歌 ・・

服 装：クールビズ

「夏は来ぬ」

卯の花の、匂う垣根に 時鳥、早も来鳴きて しのびねもらす、夏は来ぬ
さみだれの、そそぐ山田に 早乙女が、裳裾ぬらして 玉苗植うる、夏は来ぬ

阪本前幹事 松田前会長 中西会長 西村幹事
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