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Rotary Making a Difference
クラブ会長のテーマ

クラブの輪を
拡げよう
会長 西村 文茂

次週の例会プログラム（11 月 13 日）

今週の例会プログラム(11 月 6 日)

「ロータリー財団月間に因んで」

「健康寿命とフレイル」

岡本 R 財団委員長

ソング：君が代・奉仕の理想

幹事 塩谷 満

八十島 典子会員

ソング：線路は続くよどこまでも

【平成 29 年 10 月 30 日の例会より】
➬会 長 報 告（西村会長）
先週が移動例会だったため、ホテルでの例会は２週間ぶりです。２週続けて日曜日に台風が来ました
が、皆様大丈夫だったでしょうか。
ホテルでの例会の間に、神戸市長選挙だけでなく、衆議院総選挙まであったので、本当に久しぶりの
例会のように感じます。
先週２５日には、職業奉仕委員会の活動として西川会員が経営されている株式会社コスモビューティ
ーの大阪市此花区の工場を職場訪問しました。週報に写真を掲載していますので、ご覧ください。会員
７名、会員家族１名、プロバスクラブ関係者１１名、事務局大和さんの合計２０名の参加でした。道中２回
電車を乗り換えで、高齢者の遠足のようでしたが、無事終わりほっとしました。久しぶりの職場訪問でした
が、職業奉仕委員会の活動として極めて有意義ですし、会員間の交流が深まり、大変良かったです。機
会があればまた職場訪問を開催できるよう願っています。西川会員、大塚委員長お世話になりました。
ありがとうございました。
１０月１６日の例会に会長ゲストとして出席されました長手幹夫さんについて当日の理事会で入会が承
認され、本日インフォメーションが行い、入会手続きが終わりました。
長手さん、入会おめでとうございます。後ほど自己紹介をお願いします。早く会員と交流し、ロータリー
ライフをお楽しみください。
忙しい会員の皆様が出席して良かったと思えるように例会を充実して更なる会員の入会に努めていき
たいと思います。これからも皆様のご協力よろしくお願いします。
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：info@rotarykn.com
ホームページ：http://rotarykn.com

➬幹 事 報 告(塩谷幹事)
１. R.I より 11 月のロータリーレートは 1 ドル 114 円（10 月 112 円）
２. ガバナー事務所より
職業奉仕セミナーのご案内
「超我のの奉仕の研究～ロータリーの内から、外から～」
日時：2017 年 12 月 2 日（土）受付 13：00～ セミナー13：30～16：00（予定）
場所：神戸ポートピアホテル 大輪田の間
参加者：新会員、職業奉仕に興味・関心のある方その他
（人選はすべて各クラブの判断にお任せします。人数は各クラブ 3 名以上 5 名まで）
３. 兵庫陶芸美術館より、「特別展「ひょうごの古陶めぐりー瀬戸内ー・淡路―」開催のご案内を頂いてお
ります。受付テーブルに置いております。また、招待券もいただいております。ご希望の方は、事務
局まで、お申し付けください。
４. 他クラブの週報を回覧します。
神戸垂水 RC 会長

神戸垂水ロータリークラブよりほろにが会のご案内

濱崎 良晴様

第 76 回ほろにが会を 11 月 25 日に舞子ビラで開催いたします。今回は垂水でうたごえ喫茶を経営さ
れている米村博実さんにアコーディオンの伴奏をしていただき、全員参加をモットーに皆様のなつかし
い歌を歌い青春時代を思い出して下さい。また神戸垂水ロータリークラブオーケストラの普段の練習の
成果を聞いて頂きたく日々練習の励んでおります。拙い演奏ではありますが当クラブの演奏も是非聞い
ていただければ幸いです。当クラブが単独でほろにが会お開催するのは初めての事で、我々は勿論舞
子ビラも全力を出し切る覚悟ですので、この風向明媚な舞子の地に多数のロータリアンが集うことを願っ
ております。公私ともにご多忙の事とは存じますが、皆様のご参加をお待ち申し上げております。
➬委 員 会・同 好 会 報 告
・チャリティーゴルフのご案内

松田ガバナー補佐

ポリオチャリティーゴルフコンペ神戸第 2 グループ予選兼
神戸第 2 グループ合同ゴルフコンペのご案内
日時：2017 年 11 月 11 日（土）8：30 集合
場所：チェリーヒルズゴルフクラブ 三木市細川町細川中字道重 1200-23 ℡0794-82-9690
参加費：10,000 円（当日集金） ポリオプラスへの寄付を各クラブ 3 万円ご協力お願いします。
・プロバス委員会

塩谷幹事代読

神戸北プロバスクラブ 11 月例会案内
日時：平成 29 年 11 月 8 日（水）13：30～15：30
場所：鈴蘭台地域福祉センター ℡078-595-0272
講演：
「健康寿命を延ばしましょう」講師：崎田ゆか氏 神戸市保健所北保健センター
公開講座です。皆様奮ってご参加ください。
・職業奉仕委員会

大塚委員長

10 月 25 日の職場訪問例会には、多くの方にご出席いただきありがとうございました。
また、西川会員には、丁寧に会社の概要もご説明頂き、社員の方々にもお世話になりました。
本当にありがとうございました。
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➬本日の例会プログラム
「清盛と神戸」

井関 勇司会員

塩谷さんの卓話「我が故郷」で雪の御所町の紹介がありました。一部，重複するところがあるか
も知れませんが，よろしくお願いします。
最初に，歴史のおさらいを，
１１６９年
清盛が福原山荘に居を構える
１１７３年
清盛が大輪田泊を大改修，経が島を築く
日宋貿易拡大
大輪田泊は奈良時代に行基が築いた，中世では兵庫湊（津）と言われた
１１８０年
２月
安徳天皇即位
６月
福原遷都断行
安徳天皇が平頼盛の山荘に入る（荒田町）
高倉上皇，後白河法皇も福原に
最初の候補地は和田（大輪田）の地，和田京遷都計画
狭いので，７月半ばに福原の地に
平家の家紋揚羽蝶
１１月 安徳天皇が新造の内裏（皇居）に入る「仮皇居」
１２月 京都に帰還
１１８１年
清盛死去
その後，源義仲が福原を焼き払う
次に，平清盛ゆかりの史跡をスライド（神戸市兵庫区作成）で紹介します。
「福原遷都」
，
「大輪田泊」
何故福原に遷都したのか
塩谷さんも言われたように，大輪田泊の良港，日宋貿易，天然の要害，特別な土地
また，一般的には，奈良の寺院勢力の圧力からの回避，海洋国家建設
最近の有力説は，孫の安徳天皇のための新王朝にふさわしい新都建設という政治的な背景，そ
の，事前準備として，大輪田泊の改修
色々な要素があったと思われる。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

ニコニコ箱

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

垂水 RC 会長 濱崎良晴様：こんにちは！ほろにが会のご案内で寄せて頂きました。よろしくお願いし
ます。
垂水 RC 幹事 橋本正弘様：本日は、ほろにが会の案内に参りまいた。宜しくお願い致します。
垂水 RC 澤村正夫様：松田ガバナー補佐様、9 月の訪問と卓話ありがとうございました。そして、ほ
ろにが会の出席、よろしくお願いします。
西村会長： 先日は、職場訪問で西川さん、大塚委員長にお世話になりました。
長手様、ご入会おめでとうございます。
大塚会員： 先週の職場訪問、皆様ご協力ありがとうございました。
浜田さん、ようこそ。美崎先生、写真ありがとうございました。
岡本会員： 大塚職業奉仕委員長様、お世話になりました。
森田会員： 先日は、工場見学ありがとうございました。
長手会員： 入会のご承認を頂き、ありがとうございます。
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松田会員： 来週 11 月 6 日の例会は、所用のため欠席します。よろしくお願いいたします。
計 28.000 円

累計 213.600 円

◎ ゲスト

1 名 浜田 賢太郎様

◎ ビジター

3 名 濱崎 良晴様（神戸垂水 RC 会長）
橋本 正弘様（神戸垂水 RC 幹事）
澤村 正夫様（神戸垂水 RC）

◎ メークアップ

1 名 茅園会員（10/28）危機管理セミナー
西岡会員（10/23）Eclub

◎ 欠席者

3 名 小塩会員、西川会員、酒井会員

◎ 出席報告
会員数

例会日
10 月 30 日

出席会員数

21 名

10 月 16 日

20 名

免除会員数

メークアップ数

欠席会員数

出席率（％）

15 名

2名

1名

3名

84.21％

14 名

1名

2名

3名

84.21％

➣行事予定
11/1 （水）18：00～ 第 2 回会長幹事会

場所：神仙閣

出席者：西村会長・塩谷幹事
11/11（土） ポリオチャリティーゴルフ神戸第 2 グループ予選兼合同ゴルフコンペ
場所：チェリーヒルズゴルフクラブ
出席者：松田ガバナー補佐、山田、八十島、矢野の各会員
11/12（日）13：30～ 奉仕活動合同セミナー神戸会場 場所：三宮研修センター
出席者：西村会長、塩谷幹事、茅園会長エレクト
12/17（日）13：30～ 補助金管理セミナー

場所：神戸三宮東急 REI ホテル

出席者：茅園会長エレクト
11/19（日）14：00～ クラブ管理運営セミナー

場所：神戸ポートピアホテル

出席者：大久保副会長、茅園会長エレクト
11/25（土）18：30～ 第 79 回ほろにが会

場所：舞子ビラ

出席者：

長手幹雄新会員

♪今週の歌♪
奉仕の理想
奉仕の理想に

集いし友よ

御国にささげん我らの生業
望は世界の久遠の平和
めぐる歯車いや輝きて
永久に榮よ

我らのロータリー
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西村会長

