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国際ロータリー第2680地区



ロータリーソング
Rotary Song

奉仕の理想
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

手に手つないで

手に手つないで　つくる友の輪
輪に輪つないで　つくる友垣

手に手　輪に輪
ひろがれ　まわれ　一つ心に

おおロータリアン
おおロータリアン

手に手つないで　つくる友の輪
輪に輪つないで　つくる友垣

手に手　輪に輪
ひろがれ　まわれ　世界と共に

おおロータリアン
おおロータリアン

兵庫県は摂津・播磨・但馬・丹波・淡路という歴史も風土も異なる
個性豊かな五国からできています。近畿地方の府県で最大の面積を
持ち、本州の両端の青森県、山口県を除いては、唯一、二つの海に
囲まれ、ほぼ中央に東経135度の日本標準時子午線が南北に通過
する兵庫県は日本の縮図とも呼ばれています。兵庫県が誕生してから
150年、明治、大正、昭和、平成を経て、次の年号へ。五つの国で一つ
の未来へ。第2680地区の個性豊かな73のクラブも一つの未来へ、

そして、地域の前進への活力になりましょう。「Be the Inspiration」

み  くに

く   おん

と    わ

なりわい

〈表紙解説〉

ガバナー 矢野　宗司
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2018-19年度地区大会にお越しの皆様を心より歓迎申し
上げます。この機会に互いの絆を深め、ロータリーがより良
く活動するためのアイデアを分かち合っていただけること
を願っております。入念な計画の下で効率的に活動すれば、を願っております。入念な計画の下で効率的に活動すれば、
皆様が世界と地域にもたらす影響、すなわちロータリーの
影響をさらに大きくすることができるでしょう。

私たちはこれからも、ロータリーで最高の体験ができる
よう、また、ロータリーがさらに発展し、持続可能な奉仕を
通じて、より良い世界を築いていけるようにしなければなり
ません。ロータリークラブ会員であることの価値をロータリ
アンが実感できるようにする必要があります。情報の透明
性と説明責任を重んじながら、できるだけ多くの人により良
い変化をもたらさなくてはなりません。目標の設定と達成
も大事ですが、さらに大切なのは、今年度を超えた先を見
据えることです。今成し遂げることが、今日や明日だけでな
く、今の世代を超えていかにロータリー発展の布石となる
のかを考えなければなりません。

2018-19 年度
国際ロータリー会長

朋友ロータリアンならびにご来賓の皆様

バリー・ラシン
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私たちロータリアンは、世界で、地域社会で、そして自分
自身の中で、持続可能な良い変化を生むために、人びとが自身の中で、持続可能な良い変化を生むために、人びとが自身の中で、持続可能な良い変化を生むために、人びとが
手を取り合って行動する世界を目指しています。

かつてポール・ハリスはこう言いました。「ロータリーは、
世界平和の縮図であり、国々が従うべきモデルです」。私
にとって、ロータリーは単なる「モデル」ではなく、インスピ
レーションです。インスピレーションとなるために私たちが
成し遂げる多くのことを目にすることができるのを楽しみに
しております。

皆様の地区大会が、実り多く、インスピレーションにあふ
れる大会となりますことをお祈りしております。
「インスピレーションになろう」（Be the Inspiration）

心を込めて

国際ロータリー会長プロフィール

EastEast Nassauロータリークラブ所属Nassauロータリークラブ所属
バハマ（ニュープロビデンス島）
フロリダ大学で保健・病院運営のMBAを取得し、医療教育機関である
American College of Healthcare Executivesでバハマ初の特別研
究員となりました。院長として37年間務めた医療機関Doctors Hospital 
Health Systemを最近退職し、現在は顧問を務めています。全米病院
協会の生涯会員で、Quality Council of the Bahamas、Health 
Education Council、Employer’s Confederationなど複数の団体の
理事・委員長も務めました。
1980年にロータリー入会。RI理事を経て、現在はロータリー財団管理委
員会の副管理委員長を務めています。また、RI研修リーダーとK. R. ラビ
ンドラン2015-16年度RI会長のエイドも経験しました。
ロータリー最高の賞であるRI超我の奉仕賞のほか、2010年ハイチ地震
後のロータリーによる災害救援活動を統率したことにより多くの人道賞を
受賞しています。また、エスター夫人とともに、ロータリー財団のメジャード
ナー、遺贈友の会会員でもあります。

2018－19年度国際ロータリー会長
バリー・ラシン
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“さあ集まりましょう。敬愛なる矢野宗司ガバナー主催の国際
ロータリー第2680地区大会ですよ！”
　「そこに居る自分が好き」という矢野ガバナーの想いがこ
もった地方都市、加古川でロータリーの現場に居る自分を好き
になってください‼
　国際ロータリー第2680地区のロータリアン、ご家族の皆様、
ロータリーファミリーの方 、々また地区外からご参加のご来賓や
ロータリー関係者の皆様、こんにちは。私は国際ロータリー第
2670地区坂出東ロータリークラブの前田直俊と申します。地区
大会の目的は、親睦とロータリーに対する意識高揚を図る講演
や最近のRIや地区・クラブの課題の討議を通して、ロータリー
の目的の基盤を向上していくためのものです。
　今年度バリー・ラシンRI会長テーマ「Be the Inspiration-イ
ンスピレーションになろう」の意を受けて矢野ガバナーの行動
指針「Changeを恐れずChangeをリードし、新たなChanceと捉
えChallengeしていく」その気構えで地域社会にインスピレー
ションをもたらすという３Cの豊富なインスピレーションの詰
まった「想像」から「創造」への地区大会になる事を期待してまった「想像」から「創造」への地区大会になる事を期待して
います。
　バリー・ラシンRI会長は次のようにも話されています。「変化
を起こすのは難しいものです。ある方向に向かって邁進してき
た期間が長ければ長いほど、一緒に進む友人が多ければ多い
ほどそこに立ち止まって別のやり方を選ぶのは難しい。しかし
組織が進化し、重要性を失わないように正しい方向に進むので
あれば慎重によく練られた目標に向けての変化は欠かせませ
ん」と。今期３Cを掲げ、強いリーダーシップを発揮されている
矢野ガバナーを中心にさらなる地区やクラブの進化を目指して
いる皆様は、数多い心のチャンネルをさらに広く深くopenし、
若い世代の人たちも参加し易いような新しいideaに富む変化を
より多く学んで下さい。最後に当地区の行動指針にありますよ
うに地区大会を新たなChanceと捉え、ロータリアンがみんなで
奉仕の理念の追求にChallengeし、新旧世代が一緒になって会
員同志のより強い絆を深め、十分に楽しんで頂ける大会になり
ますことを心より祈ってご挨拶といたします。

国際ロータリー会長代理国際ロータリー会長代理国際ロータリー会長代理

（2670地区・坂出東）
前田　直俊
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国際ロータリー会長代理プロフィール

前田　直俊（まえだ　なおとし）
生年月日  1948年４月５日
夫 人 名  敬子（けいこ）
所属RC  坂出東ロータリークラブ
職業分類  整形外科医
最終学歴  1974年３月　群馬大学医学部卒業

職　　歴
1974年４月 岡山大学医学部第２外科入局
1974年９月 岡山赤十字病院
1977年２月 高知県立安芸病院
1978年４月 高知県立中央病院
1982年10月 湯原町国民健康保険湯原温泉病院　院長

現　　職
1992年　医療法人社団　まえだ整形外科外科医院　理事長
　　　　坂出市医師会付属准看護学院　学院長
　　　　坂出市医師会　理事
2015年 社会福祉法人　愛友会 理事長
2015年 汎アジア人材育成センター 理事
2017年 医療介護環境協同組合 理事長
  日本外科学会 専門医
  日本消化器内視鏡学会 専門医
  日本美容外科学会 専門医
  日本消化器外科学会 認定医
  日本整形外科学会 会員
  日本医師会認定産業医  日本医師会認定産業医
  日本医師会認定スポーツ医
  茶道裏千家　淡交会　香川支部　副支部長

ロータリー歴
1991年11月20日 坂出東ロータリークラブ入会
2012-13年度  坂出東ロータリークラブ会長
2016-17年度  RI2670地区ガバナー
2017-19年度  第３ゾーン ロータリー公共イメージコーディネーター補佐
2018-20年度  RI2670地区ロータリー財団委員長
2018-19年度  坂出東四国ロータリーサテライトクラブ議長
2007年　マルチプル・ポールハリスフェロー
2013年　ベネファクター認証
2014年　ロータリー財団メジャードナー認証　Level Ⅲ
2018年　米山功労者メジャードナー認証
　　　　ポール・ハリス・ソサエティ会員
　　　　Naotoshi ＆ Keiko Maeda Endowed Fund for Water ＆ Sanitation
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ガバナー挨拶ガバナー挨拶ガバナー挨拶ガバナー挨拶ガバナー挨拶ガバナー挨拶ガバナー挨拶

国際ロータリー第2680地区の2018-19年度地区大会が、バ
リー・ラシン国際ロータリー会長の代理としてパストガバナー前
田直俊様（2670地区・坂出東RC）ご夫妻を始め、地区内外か
ら多数のご来賓のご臨席を賜る中、盛大に開催されますことを
心から感謝申し上げます。

とりわけ、兵庫県知事井戸敏三様並びに加古川市長岡田康
裕様には、公務ご多用の中、ご臨席賜りまして厚くお礼申し上
げます。

本年度、バリー・ラシン国際ロータリー会長は「Be the 
Inspiration」をテーマに掲げ、ロータリーが前進への活力にな
ろうと呼びかけました。本年度の地区大会はこのことを踏ま
え、私の地元である加古川で、東播第２グループの５クラブが
協力して、例年とは異なった手作りの大会、インスピレーション
あふれる大会を目指しています。

22日には、ポリオチャリティーゴルフにおいて親睦を深め、ま
た、前田直俊国際ロータリー会長代理ご夫妻ご臨席のもと、前
夜祭を開催し、地区大会への意欲を喚起いたしました。さらに
本年度の重点項目である公共イメージと認知度の向上を図るた本年度の重点項目である公共イメージと認知度の向上を図るた
め、青少年を対象とした、らんま先生による「eco実験パフォー
マンス」並びに「日本の誇りと未来」と題した竹田恒泰先生に
よる市民公開講座、そして大規模な「友愛の広場」開催と盛り
だくさんなプログラムを用意いたしました。また、地区指導者育
成セミナーにおいては、山形よりパストガバナー鈴木一作様 
（2800地区・寒阿江RC）に「ロータリアンの矜持」と題したご
講話を頂き、本会議では、親しくさせていただいている作家の
玉岡かおる様より「おっと！夫はロータリアン」と題したロータ
リアンにインスピレーションを与えるご講演を頂きます。存分に
楽しんでいただければ幸いです。

本年度、私はガバナー行動指針として「変化（Change）を恐
れず、変化をリードし、新たな機会（Chance）と捉え、挑戦 
（Challenge）していく」を掲げ、様々なことに挑戦してきまし
た。私の熱き思いの実現にご協力を頂いた皆様に感謝するとと
もに、大会にご参加頂いたロータリアン並びにロータリーファミ
リーの皆様に心より感謝申し上げます。

2018-19 年度
ガバナーガバナーガバナー

（加古川中央）
矢野　宗司
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大会実行委員長挨拶大会実行委員長挨拶大会実行委員長挨拶大会実行委員長挨拶大会実行委員長挨拶大会実行委員長挨拶大会実行委員長挨拶大会実行委員長挨拶大会実行委員長挨拶大会実行委員長挨拶

2018-19年度、国際ロータリー第2680地区・地区大会を開催
できますこと、大会関係者一同、ならびにご参加の皆々様に深
く感謝申し上げます。

RI会長代理として前田直俊様ご夫妻（2670地区PG）、井戸
敏三兵庫県知事、岡田康裕加古川市長はじめ、地区内外から
多くのご来賓のご臨席を賜り、また大勢のロータリアン、ロータ
リーファミリーの皆様のご参加を頂き、厚くお礼申し上げます。

今年度は、会場を神戸から離れて加古川市という26万人足ら
ずの衛星都市で30年ぶりに開催することとしました。大きな施
設もなく２会場にわけての開催であり、また経験不足の東播第
２グループでありますが、総力を挙げて皆様をおもてなしさせ
て頂きます。ロータリーの寛容と友情の精神にて、小さなことに
は笑って済ませて頂ければ幸いであります。

今年は公開講座を２つ準備しました。一つは青少年育成セミ
ナーとしてらんま先生の科学実験パフォーマンスを、そしてもう
一つは一般講演として竹田恒泰氏にお願いしております。それ
ぞれに楽しいひと時になると信じております。また第２日目の本
会議の中の特別講演ではロータリーメンバーを亭主に持つ女
流作家玉岡かおる様にお話をお願いしております。どんなウラ
話が出るか楽しみにしております。

加古川市は棋士の町として、久保利明王将を筆頭に６人のプ
ロ棋士を擁しており、今回友愛の広場で多面指しの対局をお願
いしております。また東播磨のB級グルメとして売り出し中の
「かつめし」や「にくてん」も準備致しましたので、一度楽しん
で頂ければと思います。

最後までこの地区大会を満喫頂き、親睦と友情を深めて頂き
ますようお願い致します。

大会実行委員長

（加古川中央）
大庫　俊介大庫　俊介
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兵庫県知事祝辞兵庫県知事祝辞兵庫県知事祝辞兵庫県知事祝辞兵庫県知事祝辞兵庫県知事祝辞兵庫県知事祝辞兵庫県知事祝辞

国際ロータリー第2680地区大会が今年も盛大に開催されま
す。心からお喜びします。

ロータリアンの皆様は、「超我の奉仕」の理念のもと、平和
の推進や教育の充実、地域の発展等をめざし、多彩な活動を
展開されています。また、昨年は「ひょうご五国＋ワールドフェス
タ」の開催や三木総合防災公園での植樹など、県政にも大いに
ご協力いただきました。皆様の意欲あふれる取り組みに改めて
感謝します。

県政150周年を迎えた兵庫県は、次なる150年に向けて新た
なスタートを切りました。これからの兵庫づくりを考えるとき、
キーワードとなるのは「安全」「元気」「交流・環流」です。

まず「安全」。阪神・淡路大震災から四半世紀が経とうとし
ています。記憶や経験が風化しつつあるなか、改めて、阪神・
淡路大震災の経験・教訓を「忘れない、伝える、活かす、備え
る」を基本に、安全安心な兵庫づくりを進めます。

次に「元気」。人口減少と東京一極集中が進展するなか、若
者の流出を抑え、地域の元気を維持するには、まちの魅力づく
りが欠かせません。また、地域の担い手が高齢化するなか、新
たな担い手を確保しなければなりません。ハード・ソフト両面
の取り組みを進め、地域の元気を創出します。

最後に「交流・環流」。ゴールデン・スポーツイヤーズが幕を
開け、また、2025年には大阪万博も控えています。この機を逃
さず、世界の活力を取り込まねばなりません。兵庫には五国そ
れぞれに多様な資源が豊富にあります。地域の魅力を最大限
に活かし、活力ある兵庫づくりをめざします。

新たな兵庫づくりには、日頃から社会課題に目を向け、精力
的な奉仕活動に取り組まれるロータリアンの皆様のご尽力が欠
かせません。ともに力を合わせ、地域の未来に夢や希望が広が
る「活力あるふるさと兵庫」の実現に取り組んでいきましょう。

国際ロータリー第2680地区のますますのご発展と、皆様のご
健勝でのご活躍を心からお祈りします。

兵庫県知事

井戸　敏三井戸　敏三
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加古川市長祝辞加古川市長祝辞加古川市長祝辞加古川市長祝辞加古川市長祝辞加古川市長祝辞加古川市長祝辞加古川市長祝辞

国際ロ－タリー第2680地区「地区大会」が、かくも盛大に当
加古川市で開催されますことを、心からお喜び申しあげますと
ともに、県内外からご参加いただきましたロータリアンの皆様
方を心からご歓迎申しあげます。

平素、皆様方には、地方行政の各般、とりわけ奉仕の理想の
もと社会奉仕活動を通じて地域社会の発展と住民福祉の向上
に、格別のご支援とご協力を賜っておりますことに厚くお礼申
しあげます。

さて、少子化・超高齢化が進む現代において、誰も経験した
ことのない人口減少社会がこれからも継続していくことに疑い
の余地はありません。この大きく変貌する社会において、行政
の最大の使命は、市民の皆様が地域社会の中で絆を深め、い
きいきと安心して心豊かに暮らすことにより、日々の生活に幸せ
を実感でき、「住んで良かった」「いつまでも住み続けたい」と
思えるまちづくりを進めることであると考えております。本市に
おきましては、市民の安全・安心を守るための見守りカメラの設おきましては、市民の安全・安心を守るための見守りカメラの設
置や、地域貢献を推奨する基盤となるボランティアポイント制
度の実施など、市民の皆様との協働により魅力あるまちづくり
を進めているところです。

このような中、今年度の国際ロータリーのテーマである「Be 
the Inspiration」のとおり、国際ロータリー第2680地区会員の
皆様がリーダーとなって、地域社会に刺激を与え、より良い変化
をもたらそうと取り組んでおられることを非常に心強く感じて
おります。

まもなく平成の時代は幕を閉じ、新しい時代が訪れようとし
ています。次の時代がより輝かしい時代となるために、今後とも
一層のご支援、ご協力を賜りますようお願い申しあげます。

終わりになりましたが、国際ロータリー第2680地区の今後ま
すますのご発展と、本日ご参会の皆様方のご健康、ご多幸をお
祈り申しあげまして、祝辞とさせていただきます。

加古川市長

岡田　康裕岡田　康裕
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ガバナーエレクト挨拶ガバナーエレクト挨拶ガバナーエレクト挨拶ガバナーエレクト挨拶ガバナーエレクト挨拶ガバナーエレクト挨拶ガバナーエレクト挨拶ガバナーエレクト挨拶ガバナーエレクト挨拶ガバナーエレクト挨拶ガバナーエレクト挨拶

矢野宗司ガバナーのご指導をいただき、エレクトを務めさせ
ていただいております神戸ロータリークラブの浅木幸雄でござ
います。

平素はロータリー活動に多大のご理解ご協力をいただき、誠
にありがとうございます。

さて、この地区大会では、１日目は地元・加古川市民会館・加
古川プラザホテルに於ける各種セミナーに始まり、RI会長代理
ご夫婦をお招きしての歓迎晩餐会、次いで２日目は一般公開講
座や玉岡かおるさんのご講演、その間には友愛の広場も開か
れ、会員家族懇親会へと続きます。

皆様におかれては、この機会を通じて大いに友愛の輪を拡げ
られるものと期待しております。また、ぜひその感動を持ち帰ら
れ、今後のロータリー活動にお役立てください。

矢野宗司ガバナーは、バリー・ラシンRI会長のテーマ「Be 
the Inspiration インスピレーションになろう」をよく実践してお
られ、とりわけ11月３日～４日に神戸メリケンパークで開催され
た「ひょうご王国+ワールドフェスタ」では、一般市民も交えた
75,000人もの参加者を数え、公共イメージを大いに高められま
した。　

また、12月２日に開かれたロータリー研修デーでも、８つのセ
ミナーを１日に集約するという新基軸を打ち出され、効果的に
も経済的にも目覚ましい成果を挙げておられます。

斯くの如き立派なガバナーの後任を務めるのは大変ではご
ざいますが、精一杯頑張る所存でございます。皆様の温かなご
支援をどうぞよろしくお願い申し上げます。

ガバナーエレクト

浅木　幸雄浅木　幸雄
（神戸）
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ガバナーノミニー挨拶ガバナーノミニー挨拶ガバナーノミニー挨拶ガバナーノミニー挨拶ガバナーノミニー挨拶ガバナーノミニー挨拶ガバナーノミニー挨拶ガバナーノミニー挨拶ガバナーノミニー挨拶ガバナーノミニー挨拶ガバナーノミニー挨拶

ガバナー指名委員長、石丸鐵太 郎パストガバナーより
2020-21年度ガバナー予定者に指名されました西脇RCの髙瀬
英夫でございます。唯一ガバナー輩出経験の無い東播第３グ
ループの代表として、皆様のバックアップを受け、地区での経験
不足また浅学菲才を顧みず大役をお受け致しました。

まずは、2018-19年度の地区大会が、矢野ガバナーの３C
（Challenge）の最後の一つ＜地元加古川で開催＞として盛大
に実施されますこと心からお祝い申し上げます。

私が所属しております西脇RCは、西脇市と多可郡からなり、
創立56年で、会員は47名で活動しております。また、西脇市は、
日本のほぼ中心に位置し、日本標準時の子午線東経135°と北
緯35°が交わることから、＜日本のへそ＞と呼ばれています。

ノミニー年度は、少しでも経験不足をカバーすべく、瀧川直前
ガバナー、矢野ガバナー、浅木エレクトのもと、各種委員会に
出席し研修させて頂いています。それら研修を通じて、ロータ出席し研修させて頂いています。それら研修を通じて、ロータ
リーの魅力の一つは、多くの素晴らしい人達との出会い、交流
による＜自己研鑽＞（＝自分の足りない所を他のロータリアン
から学ぶ）であると実感しております。

不安一杯の船出でありますが、更なる成長の機会を頂いたと
感謝し、努力する所存でございます。

最後に2006-07年度の加藤パストガバナーが西脇RC公式訪
問時に詠んで下さった一首をご紹介致します。

「日本のへそと呼ばれし西脇のクラブも地区のへそとなるらん」

西脇に向けてエールを頂いてから十数年、地区の経験豊富な
皆様、また東播第３グループの方々のご協力を得て、西脇RC全
員で力を合わせ努力しますので、ご支援ご協力よろしくお願い
申し上げます。

ガバナーノミニー

髙瀬　英夫髙瀬　英夫
（西脇）
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ホストクラブ会長挨拶ホストクラブ会長挨拶ホストクラブ会長挨拶ホストクラブ会長挨拶ホストクラブ会長挨拶ホストクラブ会長挨拶ホストクラブ会長挨拶ホストクラブ会長挨拶ホストクラブ会長挨拶ホストクラブ会長挨拶ホストクラブ会長挨拶

本日は、RI会長代理前田直俊様ご夫妻をお迎えし、兵庫県
知事井戸敏三様、加古川市長岡田康裕様を始めとするご来賓
の皆様方、また、地区内外より多くのロータリアンとご家族の皆
様のご臨席を賜り、2018-19年度国際ロータリー第2680地区・
地区大会を開催できますことを、ホストクラブを代表して心より
感謝申し上げます。
2018-19年度RI会長バリー・ラシン氏は、年度テーマとして
「インスピレーションになろう」を掲げられました。矢野ガバ
ナーはこれを「前進への活力となる人になろう」と捉え、私たち
ロータリアンの会員一人ひとりが精神、意識を高揚して、人間的
にも切磋琢磨し、ロータリーの奉仕の精神で私たちの人生、そ
して地域社会を変えるために前向きな変化をうながす行動をし
て行こう、と決意を述べられました。また矢野ガバナーは、バ
リー・ラシン会長が、「大規模なロータリーデーの開催を通じて
変化をもたらし、ロータリーのイメージ向上を図りながら地域社
会とのつながりを強め、地域にインスピレーションをもたらそ
う」と、ロータリーデーの開催を強く訴えられたことに呼応し、う」と、ロータリーデーの開催を強く訴えられたことに呼応し、
ひょうご五国+ワールドフェスタの主催や、加古川において地区
大会開催を決断されました。
本地区大会は、矢野ガバナー年度の地区活動の集大成とな
ります。３月23日のロータリーファミリーの集いや一般公開のら
んま先生講演の青少年育成公開セミナーの開催、そして３月
24日は竹田恒泰氏講演の一般公開講座をはじめ、友愛の広場
では一日楽しめる各種イベントを企画させていただきました。
私ども加古川中央ロータリークラブは会員一同、東播第２グ
ループ各クラブの皆様のご協力のもと準備を進め、今日という
日を迎えました。本大会が、参加されましたロータリアンの皆
様にとりまして、好意と友情、親睦と理解を深める良き機会とな
りますことを確信しております。どうか十二分に地区大会をお楽
しみくださいませ。
皆様がロータリアンとして一層のご発展を遂げられますことを
心より祈念致しまして、歓迎のご挨拶とさせていただきます。

ホストクラブ会長

松本　浩一松本　浩一松本　浩一
（加古川中央）
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３月22日（金）

ロータリーファミリーの集い（10：00～12：15）

加古川市民会館
▼

会場：小ホール

詳細はこの冊子の15ページを参照ください

ロータリーファミリーの集い昼食（12:20～13:20）

会場：小ホール

会場：大ホール

詳細はこの冊子の16ページを参照ください

青少年育成公開セミナー（13:30～15:30）
（一般公開講座）

地区大会記念ポリオチャリティーゴルフ大会
8：35　１組目スタート

３月23日３月23日㈯㈯プログラムプログラム

会場：加古川ゴルフ倶楽部

前夜祭（東播第２グループ対象）
18：00～20：00

アトラクション　マエストロ足立さん

会場：加古川プラザホテル鹿児の間
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加古川プラザホテル
▼

詳細はこの冊子の18ページを参照ください

詳細はこの冊子の17ページを参照ください

新会員セミナー －新会員交流プラザ－
（10:30～12:15） 会場：瀬戸の間

詳細はこの冊子の19ページを参照ください

会長・幹事会（13:30～15:00）
会場：高砂・尾上の間

詳細はこの冊子の20ページを参照ください

地区指導者育成セミナー（15:15～17:00）
会場：高砂・尾上の間

詳細はこの冊子の21～22ページを参照ください

RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会（18:00～20:00）
会場：鹿児の間

昼　食（12：30～13:25）

エクスカーション

会場：２階

大会特別委員会（12:30～13:25）
会場：地下１階

多様化推進セミナーPartⅡ（10:30～12:25）
会場：高砂・尾上の間

12：30

13：00

大会登録委員会
大会信任状委員会
大会決議委員会
地区資金委員会
ガバナー指名委員会

11：00

16：00

加古川プラザホテル出発
昼食（イーグレひめじ）～姫路観光
加古川プラザホテル着
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ロータリーファミリーの集いロータリーファミリーの集い

開会の挨拶 学友委員長 安行　英文（三田）

挨拶 ガバナー 矢野　宗司（加古川中央）

挨拶 RI会長代理 前田　直俊（坂出東）

『ロータリーファミリーの集い』について 

青少年奉仕委員長 坂東　隆弘（柏原）

活動紹介

　①インターアクト

　②青少年交換来日生・派遣候補生・青少年交換学友会

　③ローターアクト

　④RYLA・RYLA学友会

　⑤米山記念奨学生・米山奨学生学友会（兵庫）

　⑥ロータリー財団兵庫学友会

　⑦公益財団法人PHD協会

閉会の挨拶 

 米山記念奨学委員長 秦　紳一郎 米山記念奨学委員長 秦　紳一郎（洲本）

司会：インターアクト小委員会
インターアクト顧問会

23日（土）10：00～12:15
加古川市民会館　小ホール

プログラム
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青少年育成公開セミナー青少年育成公開セミナー（一般公開講座）（一般公開講座）

〈プロフィール〉
1971年生まれ。
2009年環境問題に対する高い専門性、知識が認められ環境省認定
環境カウンセラーとして、日本で初めて環境省から〈環境パフォー
マー〉の認定を受けた。2011年８月被災地支援、社会貢献（CSR）
活動が評価され「ソーシャルビジネスグランプリ2011共感大賞」を
受賞。また、2013年12月テレビ番組内のサイエンスアワードで、2013
年最優秀実験賞を受賞。2015年２月沖縄で実施された、料理の鉄
人の科学版、科学の鉄人のサイエンスプレゼンテーションの全国大
会で優勝。日本一の実験プレゼンテーターとして、第12代科学の鉄
人の称号を得る。
2016年８月テレビ東京系列のテレビチャンピオンの番組スタッフが
制作した夏休み特番「おもしろ科学実験王決定戦」にて優勝。初代
実験王となる。

講　師　らんま先生

講　演 らんま先生の「知って！学んで！楽しめる」
　　　　　　　　　　　　　eco実験パフォーマンス

開会挨拶並びにロータリーの青少年奉仕活動の紹介

青少年奉仕委員長 坂東　隆弘（柏原）

講演 講師 らんま先生

謝辞・閉会挨拶  大会実行委員長 大庫　俊介（加古川中央）

司会：千葉　恵美

23日（土）13:30～15:30
加古川市民会館　大ホール

プログラム
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多様化推進セミナーPartⅡ
「ジェンダーを超えた仲間づくり」「ジェンダーを超えた仲間づくり」

1998　　　茨木西ロータリークラブ入会
2007-2007-2007 200-200- 8 地区国際奉仕・WCS委員会委員長
2012-2013　地区財団FVP委員会 委員長
2013-2014 地区財団補助金小委員長
2014-2015 茨木西RC会長、地区財団委員会 副委員長

2015-2018　地区財団委員会 委員長
2018-2019　地区代表幹事
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー、ポール・ハリス・ソサエ
ティー、ベネファクター、メジャードナー、財団功労賞

開会
開会挨拶 ガバナー 矢野　宗司（加古川中央）

趣旨説明
クラブ管理運営副委員長／多様化推進小委員長 梅原可奈子（西宮イブニング）

委員会報告 「当地区会員基盤の現状」
多様化推進小委員会 橋本　雅彦（姫路東）

講演「ジェンダーを超えた仲間づくり」
  国際ロータリー第2660地区代表幹事 宮里唯子（茨木西）

パネルディスカッション
「ジェンダーを超えた仲間づくりに向けて」
 パネリスト／国際ロータリー第2660地区代表幹事 パネリスト／国際ロータリー第2660地区代表幹事 宮里　唯子（茨木西）

ガバナーノミニー 髙瀬　英夫（西脇）
 次年度会員増強委員長 次年度会員増強委員長 武田　寿子（神戸西）
 コーディネータ コーディネーター／パストガバナー 滝澤　功治（神戸須磨）

閉会挨拶 ガバナーエレクト 浅木　幸雄（神戸）

閉会

司会：福井　正博（神戸西神）

23日（土）10:30～12:25
加古川プラザホテル２階　高砂・尾上の間

プログラム

国際ロータリー第2660地区
代表幹事宮里　唯子 氏 （茨木西）
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新会員セミナー
－－新会員交流プラ新会員交流プラザザ－－

ガバナー　矢野　宗司 RI会長代理　前田　直俊 氏

講　師

開会

2018-19年度入会者紹介

委員長挨拶 増強拡大委員長 宇尾　好博（神戸中）

趣旨説明「新会員と学ぶロータリー」　

増強拡大委員長 宇尾　好博（神戸中）

講話 ガバナー 矢野　宗司（加古川中央）

講話 RI会長代理 前田　直俊（坂出東）

2018-19年度同期会設立準備委員会に向けて

名刺交換会

テーブルディスカッション「ロータリーに入会して」

記念撮影

閉会挨拶 増強拡大委員 森田　茂樹（柏原）

閉会

司会：宮本　　毅（尼崎北）

23日（土）10:30～12:15
加古川プラザホテル２階　瀬戸の間

プログラム
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会長・幹事会会長・幹事会

開会点鐘 ガバナー 矢野　宗司（加古川中央）

国歌斉唱

我らの生業斉唱 ソングリーダー 木曽　秀行（加古川中央）

挨拶 ガバナー 矢野　宗司（加古川中央）

決算報告 直前会計長 笹倉　宣也（神戸西）

監査報告 直前会計監査 光斎　信治（神戸須磨）

決算承認 ガバナー 矢野　宗司（加古川中央）

規定審議委員会報告
規定審議委員長 大内　晋二（神戸須磨）

地区現況報告 ガバナー 矢野　宗司（加古川中央）

ガバナー賞表彰 ガバナー 矢野　宗司（加古川中央）

補正予算案提出
地区財務委員長 朝家　　修（加古川中央）

補正予算案承認 ガバナー 矢野　宗司（加古川中央）

閉会点鐘 ガバナー 矢野　宗司（加古川中央）

司会：多木　有一（加古川中央）

23日（土）13:30～15:00
加古川プラザホテル２階　高砂・尾上の間

プログラム
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地区指導者育成セミナー地区指導者育成セミナー

RI会長代理入場

RI会長代理紹介 ガバナー 矢野　宗司（加古川中央）

挨拶 ガバナー 矢野　宗司（加古川中央）

挨拶 RI会長代理 前田　直俊（坂出東）

講話 RI会長代理 前田　直俊（坂出東）

講話「ロータリアンの矜持」
2800地区パストガバナー 鈴木　一作（寒河江）

所感 地区研修リーダー 室津　義定（尼崎中）

司会：前川　忠範（加古川中央）

23日（土）15:15～17:00
加古川プラザホテル２階　高砂・尾上の間

プログラム

1994 寒河江ロータリークラブ　入会
2009-20-20- 10 寒河江ロータリークラブ　会長
2012-2013 第2800地区職業奉仕委員長
2013 第2800地区ガバナー賞（個人表彰）
2015-2016 第2800地区ロータリー情報委員長
2017-2018 第2800地区ガバナー
2018 RI地区表彰、第2800地区特別表彰
2018-2019 第2800地区研修リーダー、

青少年奉仕カウンセラー、
PHF（+8）、メジャードナー
（レベル1）、ベネファクター、
米山功労者（メジャードナー21）

鈴木　一作 氏
講　話 「ロータリアンの矜持」
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〈プロフィール〉
兵庫県たつの市出身

京都芸術大学音楽学部声楽学科卒業

後、オーストリア・モーツァルテウム音楽

院に短期留学。帰国後は、音楽活動の

傍ら関西を中心にテレビキャスター、音

楽番組のナビゲーターなどのメディアの

仕事にも従事。第５回童謡の里歌唱コンクール最優秀歌唱賞お

よび童謡協会会長賞。2003年Jaccomミュージックフェスティバ

ル、2003童謡部門グランプリ賞、2007年（社）日本童謡賞・特

開宴

ＲＩ会長代理ご夫妻入場

開宴の挨拶 大会実行委員長 大庫　俊介（加古川中央）

来賓紹介および挨拶 ガバナー 矢野　宗司（加古川中央）

挨拶 RI会長代理 前田　直俊（坂出東）

乾杯 RI理事 石黒　慶一（鶴岡西）

アトラクション  多田　周子

アトラクション  亜空亜Shin

閉宴の言葉 ホストクラブ会長 松本　浩一（加古川中央）

閉宴

RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会

司会：千葉　恵美

23日（土）18：00～20：00
加古川プラザホテル　鹿児の間

ふるさとコンサート Shukoism
～心が深呼吸する癒しの響き～～心が深呼吸する癒しの響き～～心が深呼吸する癒しの響き～～心が深呼吸する癒しの響き～～心が深呼吸する癒しの響き～～心が深呼吸する癒しの響き～

多田　周子 さん

プログラム
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〈プロフィール〉
５歳よりマジックを始めH10年深井洋正

（フカイヒロマサ）に師事。H17年プロデ

ビュー。仮面の早変わり芸“変面”（へん

めん）をマスターした数少ないマジシャ

ン！その演技は国内外のマジック大会で

高い評価を受ける！ H19年、世界魔術大

会in中国優勝。H20年、アメリカSAM（サム）世界大会優勝。

H24年、ウルサン国際マジックフェスティバルin韓国優勝。H28

年浅草ライブチャンピオンシップinフランス座東洋館でそれぞ

れ優勝。す・またん&zip（読売TV）、お笑い演芸館（BS朝日放

送）を始めテレビ出演も多数！ 進化を続ける亜空亜Shinのマ

ジックワールドを是非お楽しみください。

マジックショーマジックショーマジックショーマジックショーマジックショーマジックショー

別賞などを受賞。童謡や唱歌に「歌で届ける日本の心」という

想いを込め、日本と世界との歌の架け橋として活動。2015年４

月米国ワシントンでの「全米桜祭りコンサート」、パリやマレー

シア、釜山など海外公演も多数。2015年11月、日本クラウンより

「風の中のクロニクル」でメジャーデビュー。2018年７月、第２

弾「なつかしゃや」をリリース。NHKなど番組にも多数出演。

亜空亜Shin さん
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一般公開講座（10:00～11:30）

加古川市民会館
▼

会場：大ホール

開　会
開会挨拶 ガバナー 矢野　宗司（加古川中央）
講　演 講師 竹田　恒泰
閉会挨拶 大会実行委員長 大庫　俊介（加古川中央）

友愛の広場（10:00～16：00）
会場：加古川市民会館１階＆加古川市民会館前広場

昼　食（11：40～12:50）

本会議（13:00～17:30）
会場：大ホール

詳細はこの冊子の25～28ページを参照ください

３月24日３月24日㈰㈰プログラムプログラム

司会：西村　雅文（加古川中央）、千葉　恵美

司会：千葉　恵美

開　会
RI会長ご夫妻入場
知事・市長登壇
開会点鐘 ガバナー 矢野　宗司（加古川中央）
国歌斉唱
奉仕の理想斉唱 ソングリーダー 木曽　秀行（加古川中央）
開会挨拶 大会実行委員長 大庫　俊介（加古川中央）
挨　拶 ガバナー 矢野　宗司（加古川中央）
ご来賓・他地区ご出席者ご紹介 ガバナー 矢野　宗司（加古川中央）
歓迎挨拶 ホストクラブ会長 松本　浩一（加古川中央）
ご来賓祝辞 兵庫県知事 井戸　敏三
ご来賓祝辞 加古川市長 岡田　康裕
地区内パストガバナー、参加クラブ、ロータリーファミリー紹介
物故会員黙祷
挨　拶 RI理事 石黒　慶一（鶴岡西）
挨　拶 RI理事 三木　　明（姫路）
挨拶並びにRI現況報告 RI会長代理 前田　直俊（坂出東）
地区現況報告 ガバナー 矢野　宗司（加古川中央）
‥‥‥‥‥‥‥‥‥休　憩（15：00～15：15）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
和太鼓演奏

詳細はこの冊子の29～30ページを参照ください
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加古川プラザホテル
▼

会員家族懇親会（18:00～20:00）
会場：加古川プラザホテル１F・２F

会場：高砂・尾上の間

司会：千葉　恵美

特別講演「おっと！夫はロータリアン～ロータリー賛歌」（15：30～）
講師 玉岡かおる

大会登録委員会報告 委員長 津田　信行（加古川中央）
大会信任状委員会報告 委員長 瀧川　好庸（神戸西）
大会決議（案）上程 委員長 室津　義定会場：高砂・尾上の間室津　義定会場：高砂・尾上の間（尼崎中）会場：高砂・尾上の間（尼崎中）会場：高砂・尾上の間
大会決議（案）採択 ガバナー 矢野　宗司（加古川中央）
ガバナー指名委員会報告 委員長 大室　　　（宝塚武庫川）
表　彰
RI会長代理所感 RI会長代理 前田　直俊（坂出東）
記念品贈呈
ガバナーエレクト・ガバナーノミニー紹介

ガバナー 矢野　宗司（加古川中央）
ガバナーエレクト挨拶 ガバナーエレクト 浅木　幸雄（神戸）
ガバナーノミニー挨拶 ガバナーノミニー 髙瀬　英夫（西脇）
参加クラブ代表挨拶 西脇RC会長 藤本　武彦（西脇）
次年度ホストクラブ発表 ガバナー 矢野　宗司（加古川中央）
次年度ホストクラブ挨拶 神戸RC会長 佐井　裕正（神戸）
グランド・フィナーレ
閉会挨拶
閉会点鐘

本会議終了後、会員家族懇親会は、加古川プラザホテルにて開催と
なっております。人数に限りはありますが、シャトルバスをご用意してお
ります。（詳細はこの冊子の62ページを参照ください。）

アトラクション① 津軽三味線奏者 高橋　竹仙
民謡歌手 丸山　佳美

開　宴
RI会長代理ご夫妻入場
挨　拶 ガバナー 矢野　宗司（加古川中央）
挨　拶 RI会長代理 前田　直俊（坂出東）
乾　杯 RI理事 三木　　明（姫路）
アトラクション② アコースティックギターデュオ リラックスカフェ
手に手つないで ソングリーダー 木曽　秀行（加古川中央）
挨　拶 大会実行委員長 大庫　俊介（加古川中央）
閉　宴
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友愛の広場マップ友愛の広場マップ

大ホール

小ホール
Diner’s ClubDiner’s ClubDiner’s ClubDiner’s ClubDiner’s ClubDiner’s ClubDiner’s ClubDiner’s ClubDiner’s ClubDiner’s ClubDiner’s ClubDiner’s ClubDiner’s ClubDiner’s ClubDiner’s Club
InternationalInternationalInternationalInternationalInternationalInternationalInternationalInternationalInternationalInternationalInternationalInternationalInternationalInternationalInternationalInternationalInternationalInternationalInternationalInternationalInternationalInternationalInternationalInternationalInternationalInternationalInternationalInternationalInternationalInternationalInternationalInternational

㈱生駒時計店㈱生駒時計店㈱生駒時計店㈱生駒時計店㈱生駒時計店㈱生駒時計店㈱生駒時計店

㈱フジマキネクタイ㈱フジマキネクタイ㈱フジマキネクタイ㈱フジマキネクタイ㈱フジマキネクタイ㈱フジマキネクタイ㈱フジマキネクタイ㈱フジマキネクタイ㈱フジマキネクタイ㈱フジマキネクタイ

㈱オクトン㈱オクトン㈱オクトン㈱オクトン㈱オクトン㈱オクトン

2将棋ブース至　勤労会館

ロータリー活動ブース
ポリオプラス小委員会
I.Y.F.R.神戸フリートJAPAN
公益財団法人PHD協会

11お茶席お茶席お茶席お茶席

喫茶室

２F

加古川市民会館

ロータリー用品
展示販売コーナー
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24日（日）10：00～16：00　
加古川市民会館・加古川市民会館前広場　加古川市民会館・加古川市民会館前広場　

❽❽❽❽
❼❼❼❼❼❼❼❼❼❼❼❼
❻❻❻❻❻❻❻❻❻❻❻❻❻
❺❺❺❺❺❺❺❺❺❺❺❺❺
❹❹❹❹❹❹❹❹❹❹❹❹
❸❸❸❸❸❸❸❸❸❸❸❸❸
❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷
❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶








❾❾❾❾❾❾❾❾❾❾❾❾❾

ステージ
シャトルバス
停留所

スタッフブース
総合案内

音響

3献血ブース
（姫路ローターアクトクラブ）

救護ブース

ウェルカムゲートウェルカムゲートウェルカムゲートウェルカムゲートウェルカムゲートウェルカムゲートウェルカムゲートウェルカムゲートウェルカムゲート

休憩エリア休憩エリア休憩エリア休憩エリア休憩エリア休憩エリア

加古川駅へ

至　青
少年女

性セン
ター

❶オーダー野球グラブ
（加古川グラブ工房shipado）

❷いっちゃんのプリン
（いっちゃんの手作りSeets工房）

❸ドリンク（バンディオンセ加古川）
❹日本酒（合名会社岡田本家）
❺パン・饅頭（ニシカワ食品）
❻ステーキサンド（りんどう）
❼唐揚げ（居酒屋みのり）
❽志方牛焼肉（大浦ミート）
❾かつめし・コーヒー
（うまいでぇ! 加古川かつめしの会）

にくてん（高砂にくてんの会）
焼きそば・たこ焼き（たこ魂）
恵幸川鍋（恵幸川鍋同盟）
恵幸川カレー（ROCO’S）
ギュッとメシ（加古川漬け肉研究会）
同上・天むす・鯖寿司（かき庄）
災害用浄水装置（株式会社芝本商店）

❶❶❶❶オーダー野球グラブオーダー野球グラブオーダー野球グラブオーダー野球グラブ
（加古川グラブ工房shipado）（加古川グラブ工房shipado）（加古川グラブ工房shipado）（加古川グラブ工房shipado）

❷❷❷❷いっちゃんのプリンいっちゃんのプリンいっちゃんのプリンいっちゃんのプリン
（いっちゃんの手作りSeets工房）（いっちゃんの手作りSeets工房）（いっちゃんの手作りSeets工房）（いっちゃんの手作りSeets工房）

❸❸❸❸ドリンク（バンディオンセ加古川）ドリンク（バンディオンセ加古川）ドリンク（バンディオンセ加古川）ドリンク（バンディオンセ加古川）
❹❹❹❹日本酒（合名会社岡田本家）日本酒（合名会社岡田本家）日本酒（合名会社岡田本家）日本酒（合名会社岡田本家）
❺❺❺❺パパパパン・ン・ン・ン・饅頭（ニシカワ食品）饅頭（ニシカワ食品）饅頭（ニシカワ食品）饅頭（ニシカワ食品）
❻❻❻❻ステーキサンド（りんどう）ステーキサンド（りんどう）ステーキサンド（りんどう）ステーキサンド（りんどう）
❼❼❼❼唐揚げ（居酒屋みのり）唐揚げ（居酒屋みのり）唐揚げ（居酒屋みのり）唐揚げ（居酒屋みのり）
❽❽❽❽志方牛焼肉（大浦ミート）志方牛焼肉（大浦ミート）志方牛焼肉（大浦ミート）志方牛焼肉（大浦ミート）
❾❾❾❾かつめかつめかつめかつめし・し・し・し・コーヒーコーヒーコーヒーコーヒー
（うまいでぇ（うまいでぇ（うまいでぇ（うまいでぇ!!!! 加古川かつめしの会）加古川かつめしの会）加古川かつめしの会）加古川かつめしの会）

にくてん（高砂にくてんの会）にくてん（高砂にくてんの会）にくてん（高砂にくてんの会）にくてん（高砂にくてんの会）
焼きそば・たこ焼き（たこ魂）焼きそば・たこ焼き（たこ魂）焼きそば・たこ焼き（たこ魂）焼きそば・たこ焼き（たこ魂）
恵幸川鍋（恵幸川鍋同盟）恵幸川鍋（恵幸川鍋同盟）恵幸川鍋（恵幸川鍋同盟）恵幸川鍋（恵幸川鍋同盟）
恵幸川カレー（ROCO’S）恵幸川カレー（ROCO’S）恵幸川カレー（ROCO’S）恵幸川カレー（ROCO’S）
ギュッとメシ（加古川漬け肉研究会）ギュッとメシ（加古川漬け肉研究会）ギュッとメシ（加古川漬け肉研究会）ギュッとメシ（加古川漬け肉研究会）
同同同同上・上・上・上・天む天む天む天むす・す・す・す・鯖寿司（かき庄）鯖寿司（かき庄）鯖寿司（かき庄）鯖寿司（かき庄）
災害用浄水装置（株式会社芝本商店）災害用浄水装置（株式会社芝本商店）災害用浄水装置（株式会社芝本商店）災害用浄水装置（株式会社芝本商店）

グ
ル
メ
・
飲
食
販
売
ブ
ー
ス
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10：00～ 音楽（G-Select）

10：50～ 少林寺拳法演武（播州志方道院）

11：10～ 子供剣道（印南剣道場）

11：35～ ダンスパフォーマンス（キララ）

12：00～ ガバナー挨拶

12：05～ ダンスパフォーマンス（踊っこまつり振興会）

12：50～ 播州一＆ヤギリンゴ

13：15～ バンディオンセとステップアップ

13：40～ 高校生漫才（アンドロイド）

13：50～ 漫才（ザ・ぼんち、ミサイルマン）

14：30～ フラメンコ（La☆Fuente）

15：00～ 音楽（川と遊ing）

16：00　 閉会

友愛の広場友愛の広場

ステージスケジュール

漫才

アンドロイド ザ・ぼんち ミサイルマン
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井上慶太 九段

1お茶席（10：00～15：00）

加古川市民会館２F多目的室
※ただし12：00～13：00はご来賓貸切となります。
　何卒ご了承ください。

2将棋ブース（13：00～15：30）

加古川市を含む東播磨地域将棋の普及と
棋道精神の浸透に尽力し、今や加古川市は
「棋士のまち」と言われています。
このブースでは、井上九段を含む３人の棋士
による多面指（同時に６人を相手にして指す
こと）を行います。時間制限30分、受付は開始
10分前、先着順とさせていただきます。

3献血ブース（姫路ローターアクトクラブ）

・受付時間　10：00～11：15、12：30～16：00
・400mL献血の受け入れ（日本赤十字社　献血バス）
・400mL献血の主な採血基準は、男性17歳以上、女性18歳

以上で、男女とも50㎏以上の健康な方。
年齢の上限は64歳ですが、60歳代で献血経験がある方は
69歳まで可能です。

第１部　13：10～13：40
第２部　14：00～14：30
第３部　15：00～15：30
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昼食会場昼食会場

24日（日）11：40～12：50

会場が手狭なため、申し訳ございませんが、昼食場所をグループ
分けさせていただきました。
昼食がお済みの方は、友愛の広場のステージをお楽しみくだ
さい。

加古川市民会館１階
•小ホール（小ホールのみ入替制です）
11：40～12：10　阪神第１、阪神第２、阪神第３
　12：20～12：50　東播第１、西播第１、西播第２、但馬
•大会議室
11：40～12：10　尼崎
　12：20～12：50　淡路
•会議室２（プロバスクラブ）
•会議室３（ご来賓、他地区参加者、地区内パストガバナー）

大ホール

小ホール

大
会
議
室

歩
道
橋

会議室２

加古川市立
勤労会館

加
古
川
市

青
少
年
女
性
セ
ン
タ
ー

会議室１

会議室３

正面玄関

友
愛
の
広
場

総
合
案
内

グ
ル
メ
飲
食
販
売
ブ
ー
ス

ステージ

ウェルカム
ゲート

加古川市民会館
加古川駅

シャトルバス
停留所

救護室

EV
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青少年女性センター

301：小野加東
302：西脇

４階大会議室：三木
　　　　　　　北条
　　　　　　　三木みどり

101：神戸
　　 神戸南

勤労会館

301：予備
302：神戸東
303：予備

201：神戸東灘
　　　神戸モーニング
202：神戸六甲
203：神戸ベイ
204：神戸西、神戸北
205：神戸須磨
　　　神戸垂水
　　　神戸中
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一般公開講座　講師一般公開講座　講師

〈プロフィール〉
作家。昭和50年（1975年）、旧皇族・竹田家に生まれる。明治天皇
の玄孫にあたる。慶應義塾大学法学部法律学科卒業。2006年『語
られなかった皇族たちの真実』（小学館）で第15回山本七平賞を受
賞。『日本はなぜ世界でいちばん人気があるのか』『現代語古事
記』など多数の著書を上梓している。また、全国17ヶ所で「竹田研究
会」を開催している。
《代表的な著書》
『日本はなぜ世界でいちばん人気があるのか』（PHP研究所）
『現代語古事記』（学研プラス）　
『日本人が一生使える勉強法』（PHP研究所）
『日本の礼儀作法～宮家の教え～』（マガジンハウス）
《DVD》
『古事記完全講義・入門編』
『古事記完全講義』BOX１～４全16枚（各ボックス４枚組）
『ロシアよ！領土を還したまえ！』

講　師　竹田　恒泰 氏

講　演 「日本の誇りと未来」

24日（日）10:00～11:30
加古川市民会館　大ホール
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本会議講演　講師本会議講演　講師

〈プロフィール〉
作家　大阪芸術大学教授　兵庫県教育委員
兵庫県三木市生まれ　神戸女学院大学卒業
15万部のベストセラーとなった神戸文学賞『夢食い魚のブルー・
グッドバイ』（新潮社）で’89年、文壇デビュー。
著書には『銀のみち一条』（新潮社）、『負けんとき　ヴォーリズ
満喜子の種蒔く日々』（新潮社）、『虹うどうべし　別所一族ご
無念御留』（幻冬舎）、『ひこばえに咲く』（PHP研究所）、
『にっぽん聖地巡拝の旅』（大法輪閣）など、年１冊のペースで
多数出版中。
舞台化、TVドラマ化された『お家さん』（新潮社）で第25回織
田作之助賞受賞。
最新刊は『姫君の賦　～千姫流流～』（PHP研究所）。
加古川市文化賞、兵庫県文化賞、神戸市文化賞、大阪サクヤヒメ
表彰特別賞をそれぞれ受賞。

講　師　玉岡　かおる 氏

講　演 「おっと！ 夫はロータリアン～ロータリー賛歌」

24日（日）15:30～
加古川市民会館　大ホール
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丸山　佳美 さん
〈プロフィール〉
加古川生まれ　民謡歌手
'83年　石川県 山代温泉ホテル百万石専属プロ契約
'86年　福井県芦原温泉ホテルグランディア芳泉専属プロ契約

会員家族懇親会会員家族懇親会

24日（日）18：00～20：00
加古川プラザホテル１F・２F

高橋　竹仙 さん
〈プロフィール〉
加古川生まれ  津軽三味線奏者  
'78年　加古川東高校卒業後、高橋栄山師に入門。
'80年　「竹仙」を襲名。
'83年　石川県ホテル百万石専属プロ契約。
'86年　福井県ホテルグランデア専属プロ契約。
'99年　南アフリカ共和国公演参加。
'03年　ロシア公演参加。
'05年　スペシャルオリンピック長野大会、北野文芸座、出演。
'15年　12月小田祐一郎氏の作曲&プロデュースによるアルバム「妙音

三昧」で、New York City Recordsより世界デビュー。
'16年　３月加古川市民会館主催「津軽の風」12月松風ギャラリー主催

「わの心」主演
'17年　１月～ノーベル「男梅」テレビCMに出演
関西を中心に全国各地で公演。竹山流の古典の三味線を継承しなが
ら、和太鼓とのセッションやヴァイオリン、コントラバス、ピアノとのコラ
ボレイションなど幅広く活躍中。
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総合司会 千葉　恵美 さん

青少年育成公開セミナー
ＲＩ会長代理ご夫妻歓迎晩餐会
竹田恒泰氏一般公開講座、本会議、
会員家族懇親会

ウィンク姫路KTV「ウィークリー姫路」出演、
姫路FM元気「genki暮らしの情報部」パーソ
ナリティー、サンTVCM、姫路FMCM、企業VTRナレーション〈川
崎重工業　他多数〉
神戸新聞社主催の新一年生の集い・金婚式・コンサート、姫路市主
催の成人式・観月会・観桜会等、たつの市主催の童謡の祭典・商工
会祭、LC年次大会・各種公演。ピンクリボン姫路大会・（乳癌僕
滅）各種パーティー等のイベント司会の他、ブライダル司会。朗読
MUGENDAI事務局長

'98年　高橋竹仙と活動再開
'12年　水沢明美ディナーショーに出演
'13年　津軽三味線&津軽民謡ライブに各地で出演
'15年　12月小田祐一郎氏の作曲&プロデュースによるアルバム「妙音

三昧」で、高橋竹仙とNew York City Recordsより世界デビュー。
'16年　３月加古川市民会館主催「津軽の風」12月松風ギャラリー主催

「わの心」出演。

リラックスカフェ
〈プロフィール〉
1977年に姫路のスタジオで初顔合わせをし、ドラム・ベース・ギター２
の４人でブルースバンドを組み、地元のライブハウスや県のフェスティ
バルに鶴林寺の「たそがれコンサート」などに出演。
その後、現在の２人でアコースティックギターデュオを結成し、加古川・
高砂・神戸などのライブハウスなどで活動を行っています。昨年のライ
ブ本数は154本を数えることができました。

《レパートリー》
津軽海峡冬景色、駅、哀愁のカサブランカ、与作、レイラ、デスペラード、
いそしぎ、黄昏のビギン、ベンチャーズ・ビートルズメドレー　他
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2018-19年度　国際ロータリー第2680地区

地区大会決議（案）地区大会決議（案）

決議第１号
国際ロータリー会長バリー・ラシン氏の2018-2019年度の
テーマに協力する件
　国際ロータリー会長 バリー・ラシン氏は、本年度のRIテーマとして「イン
スピレーションになろう」“BE THE INSPIRATION”を掲げ、呼びかけて
いる。すべてのロータリアンは、この大会を機にさらに決意を新たにし、積極
的に会長のテーマを推進、協力することをここに決議する。

決議第２号
国際ロータリー会長 バリー・ラシン氏に対し、前田直俊RI会
長代理の派遣に感謝する件
　本大会の開催にあたり、国際ロータリー会長 バリー・ラシン氏は、前田 
直俊氏をRI会長代理として派遣された。我々は、バリー・ラシン会長のご
好意とご配慮に対し、深甚なる感謝の意を表することをここに決議する。

決議第３号
国際ロータリー会長代理 前田直俊氏に感謝する件
　前田直俊氏は、国際ロータリー会長代理として本大会にご臨席くださり、
バリー・ラシン会長のメッセージを伝達されるとともに、有意義かつ感動的
なメッセージを述べられ、本大会をきわめて意義あるものにされた。我々は、
RI会長代理 前田直俊氏に対し、心から厚く感謝の意を表することをここ
に決議する。

決議第４号
国際ロータリー第2680地区直前ガバナー 瀧川好庸氏への
感謝の件
　直前ガバナー 瀧川好庸氏は、2017-2018年度ガバナー在任中、国際
ロータリー会長イアン H. S. ライズリー氏のテーマ「ロータリー：変化をもたら
す」“ROTARY：MAKING A DIFFERENCE”の趣旨に従い、熱心か
つ誠実に地区の運営に尽力し、ロータリーの発展のために大きな貢献をさ
れた。よって、我々は、同氏のご貢献に対し、深甚なる敬意と感謝の意を表
することをここに決議する。

決議第５号
ポリオ撲滅活動に協力する件
　当地区は、バリー・ラシン会長が示された本年度のテーマに沿い、ロータ
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リー精神を高揚し、「歴史をつくるカウントダウン」のスローガンを掲げ、世界
中の子どもたちに夢と希望をもたらすポリオ撲滅活動を推進することをここ
に決議する。

決議第６号
本地区大会資金に余剰が生じた場合の使用方法に関する件
　本地区大会資金において、一般会計補填後に余剰が生じた場合には、
その一部または全部を奉仕プロジェクト特別会計、青少年交換特別会計、
および危機管理基金等に繰り入れることをここに決議する。

決議第７号
2019年ハンブルグ国際大会に参加協力する件
　2019年６月１日から５日まで、ハンブルグで開催される国際大会が有意
義かつ成功裏に終わるよう、積極的に参加し、協力することをここに決議
する。

決議第８号
本大会開催に当たって、兵庫県および加古川市、ならびに関
係諸団体に対する感謝の件

本大会開催に当たって、兵庫県および加古川市、ならびに関係諸団体
から賜ったロータリーに対する深いご理解とご協力に対し、深甚なる感謝
の意を表することをここに決議する。

決議第９号
本大会ホストクラブに対する感謝の件
　本大会が、地区内外より多数の参加者を得て盛大に開催されたことは、
ひとえにホストクラブである加古川中央ロータリークラブとコ・ホストクラブで
ある高砂、加古川、高砂青松、加古川平成ロータリークラブの、長期にわた
る周到な準備と献身的なご努力の賜物である。よって本大会は、これらの
クラブ会員に対し、深甚なる感謝の意を表することをここに決議する。

決議第10号
次年度地区大会開催に関する件
2019-2020年度国際ロータリー第2680地区 地区大会を、神戸ロータリー
クラブをホストとして、2020年２月22日・23日の両日において、神戸市で開催
することをここに決議する。
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（対象期間：2017年7月1日～2018年6月30日）

表　彰表　彰〔2017〔2017-18年度〕18年度〕

RI表彰

会長賞
　　篠　　　山
　　神　　　戸
　　加古川中央
　　HYOGO ロータリーEクラブ
　　西宮イブニング

ロータリー財団年次寄付　一人当たり寄付額　上位３クラブ
　　加古川中央
　　尼　崎　西
　　神 戸 東 灘

ロータリー財団年次寄付　寄付額　上位３クラブ
　　加古川中央
　　神　　　戸
　　加　古　川

100％ロータリー財団寄付クラブ
正会員全員が寄付分類に関わらず少なくとも25ドルの寄付をして、（一人当たりの平均寄付額が100ドルに達しているクラブ ）

　　川　　　西
　　伊 丹 有 明
　　川西猪名川
　　西　　　宮
　　芦　　　屋
　　甲　子　園
　　西 宮 夙 川
　　芦　屋　川
　　西宮恵美寿
　　宝　　　塚
　　篠　　　山
　　柏　　　原
　　宝塚武庫川
　　宝　塚　中
　　神　戸　南
　　神 戸 六 甲
　　明　石　西
　　加　古　川
　　加古川中央
　　高 砂 青 松
　　加古川平成
　　小 野 加 東
　　西　　　脇

ロータリー財団表彰
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　　龍　　　野
　　生　　　野
　　香　　　住
　　豊岡円山川

Every Rotarian, Every Year クラブ
正会員全員が年次基金へ少なくとも25ドルの寄付をして、（一人当たりの年次基金平均寄付額が100ドルに達しているクラブ ）

　　伊 丹 有 明
　　西　　　宮
　　芦　　　屋
　　甲　子　園
　　西 宮 夙 川
　　西宮恵美寿
　　宝　　　塚
　　篠　　　山
　　柏　　　原
　　宝　塚　中
　　神　戸　南
　　神 戸 六 甲
　　加　古　川
　　加古川中央
　　高 砂 青 松
　　加古川平成
　　小 野 加 東
　　西　　　脇
　　龍　　　野
　　香　　　住
　　豊岡円山川

End Polio Now 「歴史をつくるカウントダウン」
（ポリオ撲滅活動に少なくとも1,500ドルを寄付したクラブ）
　　川　　　西
　　芦　　　屋
　　甲　子　園
　　西 宮 夙 川
　　宝塚武庫川
　　神　　　戸
　　加　古　川
　　高 砂 青 松
　　三木みどり
　　姫　路　南
　　姫　路　西
　　相　　　生
　　龍　　　野
　　生　　　野



39

（対象期間：2017年7月1日～2018年6月30日）

表　彰表　彰〔2017〔2017-18年度〕18年度〕

アーチ・クランフ・ソサエティ
　　神 戸 西 神 丸尾　研一

メジャードナー
　　尼　崎　北 久保　太郎　　武本　正照
　　尼　崎　西 小出紀久男
　　伊　　　丹 大森　英夫
　　西 宮 夙 川 山本　正二
　　柏　　　原 坂東　隆弘
　　宝塚武庫川 高草　秀一
　　宝　塚　中 那須　範満
　　神　戸　西 矢坂　誠徳
　　神 戸 西 神 池田　實行
　　加古川中央 矢野　宗司
　　三　　　木 小山　幸夫
　　上 郡 佐 用 森　　正春
　　和　田　山 古屋　耕三

ポール・ハリス・ソサエティ
　　尼　崎　東 小坂　圭一
　　尼　崎　西 石井　良昌　　小出紀久夫　　中尾　信彦
　　甲　子　園 佐々木孝佳
　　宝塚武庫川 大室
　　神　　　戸 井植　貞雄

遺贈友の会
　　宝塚武庫川 大室

ベネファクター
　　尼　崎　北 久保　太郎　　武本　正照
　　芦　　　屋 山田　正雄
　　柏　　　原 坂東　隆弘
　　宝塚武庫川 高草　秀一
　　神　戸　南 米谷　　収
　　神　戸　西 矢坂　誠徳
　　神 戸 須 磨 橋本　一豊　　植田　芳光
　　加古川中央 矢野　宗司
　　三　　　木 小山　幸夫
　　西　　　脇 谷垣　信吾

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
　　尼　崎　北 苅田孝太郎
　　尼　崎　東 浜田　義夫　　小坂　圭一　　松岡　秀光
　　尼　崎　西 荒巻　政文　　伊藤　興喜　　小出紀久男
 　　 越山　　正　　中島貴美子
　　尼　崎　南 藤川　忠司　　山本　　澄　　安澤　一能
　　尼　崎　中 平井　裕子　　池田　博英　　池澤　一雄

ロータリー財団への寄付
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　　　　　　　 神谷　誠治　　勝本　敏広　　大附　一彦
　　　　　　　 備　　博之
　　伊　　　丹 大森　英夫
　　川西猪名川 下岡　節三
　　伊 丹 有 明 備藤　晋二　　岩﨑　健二　　奥野　　茂
　　　　　　　 津谷　　功　　筒井　一曻
　　芦　　　屋 笠谷　修造　　松村　　哲　　中　　俊介
　　　　　　　 杉山　清和　　武　　健一　　玉屋　喜英
　　　　　　　 天王寺谷貴　　山西　康司
　　甲　子　園 天羽　公夫　　井上　薫嘉　　石丸　秀樹
　　　　　　　 勝部　芳樹　　木嶋　一二　　松本　源也
　　　　　　　 二宮　明彦　　多田　昭宏　　竹政順三郎
　　　　　　　 谷口　賢蔵　　安本　　勉
　　西 宮 夙 川 山本　正二
　　西宮恵美寿 宮腰　久司
　　三　　　田 古家　　高
　　篠　　　山 藤本　善一　　堀口　純男　　小南　稔彦
　　　　　　　 満仲　諦雅
　　柏　　　原 中澤　　敏
　　宝塚武庫川 大門　勝史　　北　久兵衛　　池田　光輝
　　　　　　　 澤田　容延
　　宝　塚　中 馬場　和代　　細川　洋一　　川添　裕照
　　　　　　　 小山　一子　　栗田　義博　　槇野　　稔
　　　　　　　 那須　範満　　坂上　安夫　　竹原　善記
　　　　　　　 田中　哲三　　矢野　浩臣
　　神　　　戸 浅木　幸雄　　藤尾　益也　　後藤　　武
　　　　　　　 今津　由雄　　菊池　晴彦　　小山　　敬
　　　　　　　 奥井　秀樹　　太田　雅勝　　鈴木　一誠
　　　　　　　 瀧川　高章　　田中　昌利
　　神　戸　東 上村　伸幸　　西村　太一　　吉井　正幸
　　神 戸 東 灘 苦瓜　顕一　　和田　孫博
　　神　戸　南 植松　　清
　　神　戸　西 堺　　充廣
　　神 戸 須 磨 門田　敬造
　　神　戸　中 岩﨑　重曉
　　明　石　北 日置　大之
　　高　　　砂 喜始すみ子　　佐野　敏晴　　脇谷　政孝
　　加　古　川 桑田純一郎　　橘　　重孝　　吉川　勝之
　　加古川中央 船山　英宣　　井上　孝明　　岩佐　　清
　　　　　　　 壁　　貴義　　前川　忠範　　大西淳滋郎
　　　　　　　 多木　有一　　矢野　宗司
　　加古川平成 宮宅　勇二
　　三　　　木 畑中　伸介　　戸田　一郎
　　小 野 加 東 伊藤　俊博　　永井　岩夫　　内藤　正克
　　　 　 　 　 増村　道雄
　　西　　　脇 藤本　武彦　　藤原　悦男　　南　　久雄
　　三木みどり 松尾　敏夫
　　洲　　　本 岡田　雅博
　　淡 路 三 原 日種　顯夫
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（対象期間：2017年7月1日～2018年6月30日）

表　彰表　彰〔2017〔2017-18年度〕18年度〕

　　あわじ中央 徳梅　明彦　　津本　定也
　　姫　路　南 毛利　惠行　　小原　直人　　髙島　　暢
　　姫　路　西 田寺　康啓　　八木　芳廣
　　姫　路　東 河野　通一
　　神　　　崎 波多野芳則
　　赤　　　穂 杉山　匡行
　　相　　　生 湊　　邦弘　　半田　　齊
　　上 郡 佐 用 池田　雅子　　宮本美智子　　柳原　義宏
　　生　　　野 能見洋八郎
　　和　田　山 松本　政信

ポール・ハリス・フェロー
　　尼　崎　東 中田　雄久
　　尼　崎　西 福本　誠悟　　清川　浩志　　田川公一朗
　　尼　崎　南 徐　　幸一
　　伊　　　丹 田中　久雄
　　西 宮 夙 川 牧江　重徳
　　西宮恵美寿 李　　暎浩
　　宝　　　塚 西野　高司
　　篠　　　山 廣田　実光　　堀口　純男　　井本　季伸
　　　　　　 松尾　正樹　　太野垣勝弘
　　柏　　　原 森田　茂樹
　　宝　塚　中 前田　正明
　　神　　　戸 土井　正孝　　冨士ひろ子　　垣田　宗彦
　　　　　　　 加藤　千晶　　大久保裕晴　　笹田傳左衞門
　　　　　　　 高岡　浩三　　髙士　　薫
　　神 戸 東 灘 舟元　　博　　舟元美智子　　松田　眞一
　　神　戸　南 乾　　正博　　德田　周士　　辻村　光宗
　　神　戸　西 芦名　謙介　　神津　宜徳　　笹倉　宣也
　　　　　　　 武井　宏之
　　神 戸 須 磨 伊富貴常雄
　　明　石　南 小川　英紀　　佐藤　　昭
　　神　戸　北 茅園　建新
　　高　　　砂 高木　史郎
　　加　古　川 吉田　太郎
　　加古川中央 松本　浩一　　宮本鹿司夫　　竹中　　領
　　加古川平成 井上規代子　　河内　洋之　　鈴木　勝博
　　三　　　木 神澤　秀和　　松岡　丈二　　宮脇　靖治
　　小 野 加 東 森下　智行　　
　　北　　　条 浜本　泰秀　　小田　岳人　　田　博之
　　西　　　脇 金田　　実
　　三木みどり 二杉　智幸
　　淡 路 三 原 久田　浩嗣
　　姫　路　南 藤塚謙次郎
　　姫　路　西 中村　浩一　　鷲尾　和正
　　姫　路　東 森下　裕司
　　赤　　　穂 廣島　圭吾
　　龍　　　野 本條　　昇
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米山寄付認証クラブ
・3千万円達成クラブ
　　加古川中央

米山功労クラブ （　）内は表彰回数

　　尼　　　崎 （18）
　　尼　崎　東 （16）
　　尼　崎　西 （31）
　　尼　崎　南 （16）
　　尼　崎　中 （5）
　　伊　　　丹 （13）
　　川　　　西 （15）
　　伊 丹 有 明 （26）
　　川西猪名川 （13）
　　芦　　　屋 （13）
　　西 宮 夙 川 （8）
　　宝　　　塚 （9）
　　三　　　田 （10） 
　　篠　　　山 （27）
　　宝塚武庫川 （17）
　　神　　　戸 （41）
　　神　　　戸 （42）
　　神　戸　南 （9）
　　神　戸　西 （18）
　　神 戸 須 磨 （21）
　　神 戸 西 神 （14）
　　神 戸 西 神 （15）
　　明　石　北 （17）
　　高　　　砂 （17）
　　加　古　川 （27）
　　加古川中央 （23）
　　高 砂 青 松 （26）
　　小 野 加 東 （25）
　　淡 路 三 原 （14）
　　津　　　名 （20）
　　姫　　　路 （30）
　　姫　路　南 （48）
　　姫　路　西 （13）
　　姫　路　東 （42）
　　相　　　生 （15）
　　龍　　　野 （24）
　　上 郡 佐 用 （5）
　　豊　　　岡 （18）

公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会表彰
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（対象期間：2017年7月1日～2018年6月30日）

表　彰表　彰〔2017〔2017-18年度〕18年度〕

米山功労者メジャードナー（第10回以上）
　　川　　　西 薮内　　勝（12）
　　伊 丹 有 明 小山　　隆（12）　北里　桂一（11）
　　　　　　 津谷　　功（11）
　　甲　子　園 佐々木孝佳（13）
　　宝　　　塚 福間　則博（21）
　　篠　　　山 小南　稔彦（15）
　　宝塚武庫川 大室　　　（24）
　　神 戸 六 甲 山本　秀憲（13）
　　神 戸 須 磨 橋本　一豊（16）
　　神 戸 西 神 丸尾　研一（40）　河合　敏三（12）
　　　　　　　 吉川　孝郎（10）
　　加古川中央 矢野　宗司（10）
　　小 野 加 東 増村　道雄（11）
　　西　　　脇 井村　正身（14）
　　洲　　　本 中村　尚義（12）
　　姫　　　路 三木　　明（10）

米山功労者マルチプル（第2回～第9回）
　　尼　　　崎 山村　俊郎（4）　西良　耕一（3）
　　尼　崎　北 中馬　　勇（4）
　　尼　崎　東 喜多　　敬（7）　内藤　成敞（3）
　　　　　　　 中西　孝光（2）
　　尼　崎　西 水野　康朗（6）　野崎　　光（6）
　　　　　　　 清川　浩志（2）　前田　裕幸（2）
　　尼　崎　南 福田　　勝（7）　藤川　忠司（6）
　　　　　　　 釜田　育瑚（3）　池邉　善夫（2）
　　　　　　　 徐　　幸一（2）
　　川　　　西 北　政十郎（9）　北川　博崇（3）
　　伊 丹 有 明 池永　明義（5）　山中　正雄（3）
　　川西猪名川 下岡　節三（8）　吉岡　康裕（4）
　　西　　　宮 辰馬　章夫（4）　北山　哲三（2）
　　芦　　　屋 山田　正雄（8）
　　芦　屋　川 若林　益郎（5）
　　篠　　　山 今井　保晴（8）　小山　芳弘（5）
　　　　　　　 栗山　泰三（5）　大見　春樹（4）
　　　　　　　 堀　　成志（3）　河合　迪雄（3）
　　　　　　　 山内　利樹（3）
　　宝塚武庫川 池田　光輝（2）
　　神　　　戸 井植　貞雄（6）　後藤　　武（4）
　　　　　　　 上谷　佳宏（4）　若林　邦昌（4）
　　　　　　　 笹田傳左衞門（2）　善野　　誠（2）
　　神　戸　東 佐井　奇正（3）
　　神 戸 東 灘 川本　慶子（6）　和田　孫博（5）
　　　　　　　 舟元美智子（2）
　　神 戸 六 甲 久保田梅継（9）　坂部　典生（9）
　　神 戸 ベ イ 前田　靖文（5）
　　神　戸　西 今津　成生（4）　小松原景久（4）
　　神 戸 須 磨 植田　芳光（6）　大内　晋二（5）
　　　　　　　 門田　敬造（3）
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　　神　戸　北 山田　博補（6）
　　神 戸 垂 水 濱崎　良晴（3）
　　神 戸 西 神 池田　實行（5）　工藤　涼二（3）
　　　　　　　 大西　敏郎（2）　鶴井　孝文（2）
　　明　石　北 飯島　　健（4）
　　加　古　川 橘　　重孝（4）　藤本　陽一（2）
　　　　　　　 畑　　公平（2）
　　加古川中央 朝家　　修（4）　大西　隆二（4）
　　　　　　　 大西淳滋郎（3）
　　高 砂 青 松 廣瀬　明正（4）　井野　隆弘（4）
　　　　　　　 伊藤　勝之（4）　柿木　國夫（4）
　　　　　　　 小西　文孝（4）　京谷　愼平（4）
　　　　　　　 増田耕太郎（4）　中谷　利幸（4）
　　　　　　　 西田　光衛（4）　西中　亮二（4）
　　　　　　　 大橋　卓司（4）　志方　正昭（4）
　　　　　　　 庄司　　武（4）　田中　浩行（4）
　　　　　　　 田中　伸明（4）　都倉　達殊（4）
　　　　　　　 植杉成一郎（4）
　　三　　　木 稲田　三郎（5）　五本上照正（2）
　　　　　　　 室谷　啓介（2）
　　小 野 加 東 榎本　　豊（4）　岸本　　亨（2）
　　　　　　　 宮岡　督修（2）
　　洲　　　本 井口　昌亮（3）　長井　康洋（2）
　　　　　　　 岡田　雅博（2）
　　淡 路 三 原 興津　博捷（5）　小林　健司（4）
　　　　　　　 宮本　圭介（4）　志智　宣夫（4）
　　　　　　　 登里　康生（3）
　　姫　　　路 三木　　明（9）　穂積洋一郎（2）
　　　　　　　 長尾　卓夫（2）
　　姫　路　南 髙島　　暢（9）　赤穂　　哲（4）
　　　　　　　 小原　直人（4）　土井　達也（3）
　　　　　　　 齊藤　淳泰（3）　安田　宏行（3）
　　　　　　　 中村　滋彦（2）　梅本　伸昌（2）
　　姫　路　東 梅岡　一晴（5）　清瀬　一郎（3）
　　　　　　　 森原啓一郎（3）　篠原　正泰（3）
　　　　　　　 水本　雅史（2）
　　赤　　　穂 杉山　匡行（2）
　　相　　　生 森田　文藏（2）
　　龍　　　野 三木　政司（4）　長田　　博（2）
　　　　　　　 山口　恭弘（2）
　　上 郡 佐 用 森　　正春（6）　井口　洋子（2）
　　豊　　　岡 辻　　勝蔵（3）　竹中　博司（2）

第1回米山功労者
　　尼　崎　西 松本　　孝
　　尼　崎　南 久木元悦子
　　川　　　西 名越　　亮　　芝田　一夫　　山賀　一美
　　西　　　宮 赤澤　健一
　　西 宮 夙 川 牧江　重徳
　　篠　　　山 太野垣勝弘
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（対象期間：2017年7月1日～2018年6月30日）

表　彰表　彰〔2017〔2017-18年度〕18年度〕

　　宝塚武庫川 大門　勝史
　　神　　　戸 川崎　厚志　　髙士　　薫　　瀧川　高章
　　　　　　　 八木　博嗣
　　神　戸　東 弘田　芳裕
　　神 戸 東 灘 東石　享子　　水落　　充　　持田　俊介
　　神　戸　西 福岡　照記　　神津　宜徳　　西川　嘉延
　　　　　　　 堺　　充廣
　　神 戸 須 磨 伊富貴常雄
　　神 戸 垂 水 由良　　博
　　神 戸 西 神 伊藤　幸美　　小林　　司　　道永　憲兒
　　　　　　　 中川　　隆
　　明　　　石 川崎　　透
　　明　石　北 松田　千尋
　　高　　　砂 高木　史郎
　　加　古　川 久後　勇人
　　加古川中央 壁　　貴義　　宮本鹿司夫
　　高 砂 青 松 青木　裕加
　　加古川平成 宮宅　勇二
　　三　　　木 石井　盛久　　久野　大介
　　小 野 加 東 森下　智行
　　北　　　条 福永　信彦
　　西　　　脇 藤原　悦男　　細田　俊之　　髙瀬　英夫
　　三木みどり 池町　雄介
　　姫　　　路 宮本　　茂　　城　　　守
　　姫　路　南 藤塚謙次郎　　黒川　　仁
　　姫　路　西 石田　文徳　　三木　健児　　関本慶次郎
　　姫　路　東 橋本　雅彦
　　赤　　　穂 前田　邦稔

準米山功労者
　　尼　崎　南 東本　武司　　川岸　邦充　　川口　　徹
　　　　　　　 芝　　泰雄　　島谷　　太　　杉村　英明
　　　　　　　 山中　潤一　　吉田　哲也
　　伊　　　丹 西岡　伸明
　　西　　　宮 大迫　康二　　山本　正明　　山本　真作
　　神　　　戸 藤井　英映　　松田　幸治　　三木谷研一
　　　　　　　 南　健次郎　　二宮　秀樹　　坂井　信也
　　神 戸 東 灘 西尾　　至　　横田　勝年
　　神 戸 須 磨 門田　敬造
　　加　古　川 高浜　佳司
　　加古川中央 松本　浩一
　　三　　　木 岡田　紹宏
　　小 野 加 東 細見　俊彦　　井上　　満
　　北　　　条 佐伯　　保
　　三木みどり 松尾　敏夫
　　淡 路 三 原 奥井　正造　　田辺　孝宏
　　姫　路　東 郡山　佳也　　松浦　絵理
　　龍　　　野 下村芳奈男
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ロータリー在籍 （対象期間：2018年1月1日～2018年12月31日）

ロータリー在籍
【60年ロータリー在籍】
　　姫　　　路 空地　啓一

【55年ロータリー在籍】
　　尼　崎　北 中馬　　勇
　　明　石　西 小河　　速
　　淡 路 三 原 秦　　孝一

【50年ロータリー在籍】
　　三　　　田 西浦　道雄
　　神　戸　東 嘉納　忠夫
　　南　淡　路 榎本紘一良

100％連続出席会員
【55年連続出席】
　　尼　崎　北 中馬　　勇

【50年連続出席】
　　南　淡　路 榎本紘一良

【45年連続出席】
　　相　　　生 今井　敏之

【40年連続出席】
　　尼　崎　東 松岡　秀光
　　川西猪名川 藤本　幸男
　　宝塚武庫川 大室　
　　神　戸　東 木下　　健
　　相　　　生 水本　由幸
　　高 砂 青 松 京谷　愼平　　中谷　利幸
　　神　　　崎 伊藤　晃敏　　森　　康弘

【35年連続出席】
　　尼　崎　東 久保　建夫
　　芦　　　屋 山田　正雄
　　宝塚武庫川 中田　秀夫
　　神 戸 須 磨 滝澤　功治
　　神 戸 西 神 池田　實行
　　淡 路 三 原 日種　顯夫
　　姫　路　東 中村　　勉
　　神　　　崎 秋山　紀史

【30年連続出席】
　　西　　　宮 中西　哲生
　　柏　　　原 黒田　由弘
　　神 戸 垂 水 田中　　彰
　　明　石　西 岸本　吉充
　　加古川中央 大庫　俊介
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（対象期間：2018年1月1日～2018年12月31日）

表　彰表　彰〔2017〔2017-18年度〕18年度〕

　　北　　　条 三宅　成和
　　神　　　崎 波多野芳則

【25年連続出席】
　　尼　崎　北 猿丸　禎男
　　伊丹昆陽池 前田　治男
　　西　　　宮 吉井　良昭
　　宝　塚　中 阪上　栄樹
　　神　戸　東 上村　伸幸
　　神 戸 垂 水 善國　高豊
　　高　　　砂 籠谷　啓一　　大村　泰司
　　北　　　条 井上　幸三　　塩谷　耕司
　　姫　路　西 八木　芳廣　　山崎喜代志
　　神　　　崎 常次　佳丈
　　相　　　生 田口　晴喜
　　龍　　　野 松本　道彦　　三渡　圭介

【20年連続出席】
　　尼　崎　東 小坂　圭一
　　芦　　　屋 天王寺谷貴
　　西宮恵美寿 伊賀　俊行　　宮腰　久司　　長部　幸子
　　神 戸 須 磨 門田　敬造
　　神 戸 西 神 今田　学志
　　明　石　南 尾上　孝司
　　高　　　砂 桂田　重信
　　加　古　川 森　　隆志　　橘　　重孝
　　高 砂 青 松 大橋　卓司
　　北　　　条 橋爪　則雄　　柏原　幸生　　竹内　靖明
　　姫　　　路 木谷　憲一
　　姫　路　南 黒川　　仁　　柳川　芳廣
　　姫　路　西 瓦井　敏之
　　相　　　生 栗尾　重德
　　龍　　　野 中村　孝秀
　　香　　　住 伊藤　　誠
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表　彰表　彰〔2018〔2018-19年度〕19年度〕

ロータリー財団功労賞
　　神　戸　東 久野　　薫

ガバナー賞
〔My ROTARY登録最優秀賞（ロータリークラブ）〕
　登録率が100％のクラブ
　　尼　崎　南
　　神　戸　北
　　神 戸 西 神
　　神戸モーニング
　　明　石　西
　　洲　　　本
　　姫 路 中 央
　　香　　　住
　　和　田　山

〔My ROTARY登録優秀賞（ロータリークラブ）〕
　登録率が80％以上のクラブ
　　尼　崎　東
　　西宮イブニング
　　西 宮 夙 川
　　篠　　　山
　　HYOGO ロータリーEクラブ
　　加古川中央
　　あわじ中央

〔My ROTARY登録優秀賞（ガバナー補佐）〕
　全クラブが登録率50％以上を達成したグループのガバナー補佐
　　尼崎グループ ガバナー補佐　　　福田　　勝
　　阪神第３グループ ガバナー補佐　栁田　昌三
　　東播第１グループ ガバナー補佐　岸本　吉充
　　淡路グループ ガバナー補佐　　　森﨑　文雄
　　西播第２グループ ガバナー補佐　前田　邦稔
　　但馬グループ ガバナー補佐　　　秋山　四郎

地区表彰

ロータリー財団表彰

（対象期間：2018年7月1日～2019年2月28日）
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参加者参加者

■ご来賓

　　兵庫県知事  井戸　敏三
　　加古川市長  岡田　康裕
　　RI会長代理ご夫妻  前田　直俊・敬子 　坂出東

　　RI理事  石黒　慶一 　鶴岡西

　　RI理事ご夫妻  三木　　明・千春 　姫路

　　RI研修リーダー（2017年･2018年）

   木下　光一 　大分城西

　　RI研修リーダー（2018年･2019年）

   髙野孫左ヱ門 　甲府

　　RI研修リーダー（2018年） 本田　博己 　前橋

　　第3ゾーンロータリー公共イメージコーディネーターご夫妻

　　   横山　守雄・悦子 　大阪中央

　　第3ゾーン恒久基金／大口寄付アドバイザーご夫妻

　　   大室　　　・和代 　宝塚武庫川

　　水と衛生のための大口寄付推進計画委員会委員ご夫妻

　　   丸尾　研一・正子 　神戸西神

　　第3ゾーン財団地域コーディネーター補佐

　　   溝畑　正信 　東大阪東

　　ロータリーの友事務所 所長・理事

　　   渡辺　誠二 　東京みなと

　　公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 理事長

　　  斎藤　直美 　豊田

　　公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 事務局長

　　   岩邉　俊久
　　公益財団法人PHD協会 事務局長

　　   坂西　卓郎

（2019.3.8現在　敬称略）
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■地区外ガバナー

　　2500地区ガバナーご夫妻 細川　博・美由紀 　帯広北

　　2510地区ガバナー令夫人 小山恵美子 　札幌

　　2520地区ガバナーご夫妻 田中　堯史・かつ子 　盛岡

　　2540地区ガバナー 冨樫　龍紀 　大曲中央

　　2550地区ガバナーご夫妻 伊東　永峯・智子 　宇都宮西

　　2770地区ガバナーご夫妻 中川　高志・一美 　大宮

　　2830地区ガバナー令夫人 今井佐千江 　弘前

　　2580地区ガバナー 松坂　順一 　東京葛飾東

　　2590地区ガバナーご夫妻 金子　　大・和子 　横浜中

　　2750地区ガバナー 服部　陽子 　東京広尾

　　2760地区ガバナーご夫妻 村井總一郎・康子 　豊橋

　　2640地区ガバナー 樫畑　直尚 　和歌山

　　2660地区ガバナー 山本　博史 　大阪南

　　2670地区ガバナーご夫妻 桑原　征一・八千代 　新居浜

　　2690地区ガバナー令夫人 末長百合子 　岡山

　　2710地区ガバナーご夫妻 吉原　久司・美和子 　尾道

　　2800地区パストガバナー 鈴木　一作 　寒河江

　　2660地区代表幹事 宮里　唯子 　茨木西

　　2660地区ガバナーエレクト 四宮　孝郎 　大阪西南

　　2660地区ガバナーノミニー 簡　　仁一 　茨木

　　2580地区RYLA委員長 嶋村　文男 　東京江戸川

　　2670地区次期副代表幹事 藤原　賢治 　徳島プリンス
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参加者参加者

■2680地区パストガバナーならびにガバナーエレクト・ガバナーノミニー

　　パストガバナー  神木　　董 　加古川

　　パストガバナーご夫妻 空地　啓一・翠 　姫路

　　パストガバナー  松岡　通夫・明子 　神戸

　　パストガバナー  米谷　　収 　神戸南

　　パストガバナーご夫妻 中嶋　邦明・喜代子 　甲子園

　　パストガバナーご夫妻 安平　和彦・佐千代 　姫路

　　パストガバナーご夫妻 橋本　一豊・トシミ 　神戸須磨

　　パストガバナーご夫妻 石井　良昌・惠美子 　尼崎西

　　パストガバナーご夫妻 加藤　隆久・昌子 　神戸

　　パストガバナーご夫妻 宮本　　一・陽子 　芦屋

　　パストガバナーご夫妻 中村　尚義・美穂 　洲本

　　パストガバナーご夫妻 柴田　整宏・恵子 　西宮夙川

　　パストガバナーご夫妻 久野　　薫・正子 　神戸東

　　パストガバナー  石丸鐵太郎 　神戸南

　　パストガバナーご夫妻 滝澤　功治・勢子 　神戸須磨

　　パストガバナーご夫妻 室津　義定・晴美 　尼崎中

　　直前ガバナーご夫妻 瀧川　好庸・純子 　神戸西

　　ガバナーエレクトご夫妻 浅木　幸雄・隆子 　神戸

　　ガバナーノミニーご夫妻 髙瀬　英夫・静子 　西脇
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■特別参加者

　プロバスクラブ

　　神戸北プロバスクラブ（すずらん）

　　垂水プロバスクラブ（ちどり会）

　　篠山プロバスクラブ（鼓）

　　姫路南プロバスクラブ（二水会）

　　淡路プロバスクラブ

　インターアクトクラブ

　ローターアクトクラブ

　RYLA学友会

　青少年交換長期来日生

　青少年交換長期派遣候補生

　青少年交換学友会

　ロータリー財団兵庫学友会

　米山記念奨学生

　米山奨学生学友会（兵庫） 
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参加者参加者

■地区内参加クラブ

尼崎グループ
ガバナー補佐　福田　　勝（尼崎南）

　　尼　崎　　　　尼崎北　　　　尼崎東
　　尼崎西　　　　尼崎南　　　　尼崎中

阪神第１グループ
　ガバナー補佐　北里　桂一（伊丹有明）

　　伊　丹　　　　川　西　　　　伊丹有明
　　川西猪名川　　伊丹昆陽池　　西宮イブニング

阪神第２グループ
　ガバナー補佐　山本　正二（西宮夙川）

　　西　宮　　　　芦　屋　　　　甲子園
　　西宮夙川　　　芦屋川　　　　西宮恵美寿

阪神第３グループ
　ガバナー補佐　栁田　昌三（三田南）

　　宝　塚　　　　三　田　　　　篠　山
　　柏　原　　　　宝塚武庫川　　三田南
　　宝塚中　　　　HYOGO REC

神戸第１グループ
　ガバナー補佐　山本　秀憲（神戸六甲）

　　神　戸　　　　神戸東　　　　神戸東灘
　　神戸南　　　　神戸六甲　　　神戸ベイ

神戸第２グループ
　ガバナー補佐　澤村　正夫（神戸垂水）

　　神戸西　　　　神戸須磨　　　神戸北
　　神戸垂水　　　神戸西神　　　神戸中
　　神戸モーニング
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東播第１グループ
　ガバナー補佐　岸本　吉充（明石西）

　　明　石　　　　明石西　　　　明石北
　　明石南
東播第２グループ

　ガバナー補佐　好﨑　泰州（加古川平成）

　　高　砂　　　　加古川　　　　加古川中央
　　高砂青松　　　加古川平成

東播第３グループ
　ガバナー補佐　松井　英樹（小野加東）

　　三　木　　　　小野加東　　　北　条
　　西　脇　　　　三木みどり

淡路グループ
　ガバナー補佐　森﨑　文雄（洲　本）

　　洲　本　　　　南淡路　　　　淡路三原
　　津　名　　　　あわじ中央

西播第１グループ
ガバナー補佐　赤穂　　哲（姫路南）

　　姫　路　　　　姫路南　　　　姫路西
　　姫路東　　　　神　崎　　　　姫路中央

西播第２グループ
　ガバナー補佐　前田　邦稔（赤　穂）

　　赤　穂　　　　相　生　　　　龍　野
　　上郡佐用

但馬グループ
　ガバナー補佐　秋山　四郎（香　住）

　　豊　岡　　　　生　野　　　　香　住
　　豊岡円山川　　和田山

（2019.3.8現在　敬称略）
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クラブ名 氏　名 享年

尼　崎　西

尼　崎　南

川　　　西

伊 丹 有 明

川西猪名川

芦　　　屋

神　戸　東

神　戸　西

神 戸 垂 水

神 戸 東 灘

明　石　南

洲　　　本

姫　　　路

姫　路　東

姫　路　西

相　　　生

龍　　　野

豊　　　岡

藤縄　健一
石田　英胤
酒井　秀朗
野村　　侃
熊村　滋記
吉見　二郎
永谷　行雄
榊原　志朗
嘉納　忠夫
土居　丈治
濱崎　良晴
舟元　　博
植田　　弘
谷　　正富
六井　龍洋
柴田　正樹
柳内　文則
松浦　梅春
中谷　義丈
小西　高男
藤井　慧乗
藤原　俊輔

69歳

74歳

71歳

79歳

93歳

89歳

95歳

66歳

87歳

89歳

77歳

69歳

82歳

85歳

75歳

97歳

78歳

95歳

73歳

69歳

95歳

77歳

ありし日のお姿を偲び

謹んで心から哀悼の意を表します

（敬称略・グループ順・名誉会員を含む　2018.1.1～12.31）

物故会員物故会員
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大会役員
　　ガバナー 矢野　宗司　　加古川中央
　　代表幹事 多木　有一　　加古川中央
　　大会実行委員長 大庫　俊介　　加古川中央
　　大会副実行委員長 好﨑　泰州　　加古川平成
　　　　 　〃 宇田川　隆　　加古川中央
　　　　 　〃 坂井　智代　　高砂
　　　　 　〃 岡田　義則　　加古川
　　　　 　〃 松本　浩一　　加古川中央
　　　　 　〃 大橋　卓司　　高砂青松
　　　　 　〃 林　　知宏　　加古川平成

大会登録委員会
　　委員長 津田　信行　　加古川中央
　　副委員長 松尾　邦光　　加古川中央
　　委　員 喜多　美雄　　加古川中央
　　　〃 岩佐　　清　　加古川中央
　　　〃 武田　正明　　加古川中央
　　　〃 豊福　　一　　加古川中央

大会信任状委員会
　　委員長 瀧川　好庸　　神戸西
　　委　員 福田　　勝　　尼崎南
　　　〃 山本　正二　　西宮夙川
　　　〃 山本　秀憲　　神戸六甲
　　　〃 岸本　吉充　　明石西
　　　〃 赤穂　　哲　　姫路南
　　　〃 秋山　四郎　　香住

大会決議委員会
　　委員長 室津　義定　　尼崎中
　　委　員 北里　桂一　　伊丹有明
　　　〃 栁田　昌三　　三田南
　　　〃 澤村　正夫　　神戸垂水
　　　〃 好﨑　泰州　　加古川平成
　　　〃 松井　英樹　　小野加東
　　　〃 森﨑　文雄　　洲本
　　　〃 前田　邦稔　　赤穂

ガバナー指名委員会
　　委員長 大室　　　　　宝塚武庫川
　　委　員 滝澤　功治　　神戸須磨
　　　〃 丸尾　研一　　神戸西神
　　　〃 室津　義定　　尼崎中
　　　〃 瀧川　好庸　　神戸西

地区資金委員会
　　委員長 朝家　　修　　加古川中央
　　委　員 笹倉　宣也　　神戸西
　　　〃 土井　正孝　　神戸

大会役員・大会特別委員会大会役員・大会特別委員会
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代表幹事

副代表幹事

総務幹事

ガバナー

多木　有一

大西淳滋郎

前川　忠範

矢野　宗司

総務渉外委員会

委 員 長　上月　和洋
副委員長　高山　昭則
　　　　　長谷川輝幸
　　　　　井上　孝明
　　　　　大村　　直
　　　　　羽原　正善大会登録委員会

委 員 長　津田　信行
副委員長　松尾　邦光
　　　　　喜多　美雄
委　　員　岩佐　　清
　　　　　武田　正明
　　　　　豊福　　一

本会議司会
西村　雅文

大会実行委員長

副実行委員長
大庫　俊介

好﨑　泰州
宇田川　隆
坂井　智代
岡田　義則
松本　浩一
大橋　卓司
林　　知宏

会　長

幹　事
松本　浩一

宮本鹿司夫

アドバイザー

大会実行委員会組織表大会実行委員会組織表

釜谷　研造
川西　正廣
堀　　公行
岩佐　　清
武田　正明
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　　委 員 長 喜多　美雄
　　副委員長 船山　英宣

　　委 員 長 佐野　長治
　　副委員長 内木場　徹

　　委 員 長 長谷川輝幸
　　副委員長 大村　　直
　　　 　 三好　元旦

　　委 員 長 大庫　俊介
　　副委員長 宇田川　隆

　　委 員 長 井上　孝明
　　副委員長 春木　英行
　　　 　 船山　英宣

　　委 員 長 松尾　邦光
　　副委員長 春木　英行

　　委 員 長 井上　孝明
　　副委員長 濱田　宏晃

　　委 員 長 高山　昭則
　　副委員長 羽原　正善

　　委 員 長 加古川RC
　　副委員長 三好　元旦

　　委 員 長 高砂青松RC
　　副委員長 高砂青松RC

　　委 員 長 川西　正廣
　　副委員長 釜谷　隆秋

　　委 員 長 三村　浩之
　　副委員長 朝家　　修

エクスカーション委員会

会長・幹事会並びに大会特別委員会担当委員会

地区大会業務担当委員会

RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会委員会

市民会館総合受付委員会

本会議並びに大会プログラム委員会

会員・家族懇親会委員会

広報・記録誌委員会

友愛の広場委員会

お茶席委員会

救護班

会　計

委　員 加古川平成RC 一井　　昇
　　　 壁　　貴義 二宮　琢也
　　　 迫田　康行

委　員 加古川平成RC 永井　敏幸
　　　 大西　隆二 花里　佳冶
　　　 衣笠　昭平 藤井　孝典

委　員 西 脇 R C 朝家　　修
　　　 羽原　正善 三村　浩之
　　　 内木場　徹 石野　和也
　　　 田端　和彦 竹中　　領
　　　 玉川　英樹 三宅　伸介
　　　 高山　昭則 井本　陽介
　　　 兼松　和功 花里　佳冶
　　　 藤本　政則 藤川　英典
　　　 衣笠　昭平 宮原日出男
　　　 二宮　琢也 木曽　秀行
　　　 一井　　昇

委　員 高 砂 R C 宮本鹿司夫
　　　 花里　佳冶 津田　信行
　　　 内木場　徹 永井　敏幸

委　員 高 砂 R C 高砂青松RC
　　　 西 脇 R C 濱田　宏晃
　　　 石野　和也 木曽　秀行
　　　 竹中　　領

委　員 西村　雅文 佐野　長治
　　　 岩佐　　清 石野　和也
　　　 三宅　伸介 迫田　康行

委　員 高 砂 R C 船山　英宣
　　　 永井　敏幸 藤本　政則
　　　 山谷　　光 木曽　秀行

委　員 釜谷　隆秋 武田　正明
　　　 春木　英行 加納　　章
　　　 松田　文一 大西　和樹

委　員 加古川RC 加納　　章
　　　 壁　　貴義 田端　和彦
　　　 松田　文一 井本　陽介

委　員 高砂青松RC

委　員 加古川RC 堀　　公行
　　　 大西　隆二 豊福　　一

委　員 山谷　　光 大西　和樹
　　　 一井　　昇 玉川　英樹
　　　 濱田　宏晃
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お知らせ・お願いお知らせ・お願い

☆ 禁煙
RI細則2.050.の規定に基づいて、大会会場は禁煙とさせていただ
きますので、ご協力をお願い申し上げます。

☆ 宿泊
宿泊される方は、直接フロントでチェックイン（15：00以降）、
チェックアウト（11：00まで）、ご精算をお願いいたします。

☆ 救護
ご気分のすぐれない方は、ご遠慮なく各会場の総合案内までお申し
出ください。
　救護室：加古川プラザホテル　３階「せきれいの間」和室
　　　　　加 古 川 市 民 会 館　友愛の広場内テント
　　　　　　　　　　　　　　　市民会館内応接室

☆ 緊急連絡先（大会本部）
加 古 川 市 民 会 館：TEL 079-424-5381（代）
　　　　　　　　　総合案内　内線3641
加古川プラザホテル：TEL 079-421-8877（代）

☆ 各会場におけるお知らせ
《加古川市民会館》  
・会場登録受付

小ホールで登録受付を行っています。友愛の広場に総合案内
を設けておりますので、ご利用ください。

・クローク
小ホール左横の会議室１にクロークを置いております。ご利用
ください。

・友愛の広場　24日（日）のみ
会館前広場に友愛の広場を設けております。ステージが開催
されるほか、各テントでは、加古川名物屋台をはじめ、会員・
地区関係・ロータリーファミリーによる出店、ロータリー用品の
販売、お飲み物等の提供を行っておりますのでご利用ください。
（詳細は、この冊子の25～28ページを参照ください）
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・昼食
23日（土）：ロータリーファミリーの集い後の昼食は、小ホールに

ご用意しております。
24日（日）：会場および昼食時間の詳細につきましては、この冊

子の29～30ページを参照ください。
友愛の広場の加古川名物屋台もお楽しみください。

・24日（日）地区大会本会議での座席
ご来賓席、役員席、特別参加者席、表彰者席を設けております
ので、該当の方は所定のお席にご着席ください。その他の方は
一部関係者席を除き、自由席となっております。

・会員家族懇親会
本会議終了後、会員家族懇親会は、加古川プラザホテルにて
18時より開催いたします。なお、人数に限りはありますが、
シャトルバスもご用意しております。
【加古川市民会館
　　　　⇒加古川プラザホテル行きシャトルバスのご案内】
　　詳細は、この冊子の62ページを参照ください。

《加古川プラザホテル》
・登録受付

１階ロビーにて、各会場のご案内を行っております。

・クローク
23日（土）：各セミナー会場内にハンガーラックをご用意いたします。
24日（日）：１階フロント横

・昼食
23日（土）

２階 高砂・尾上の間：多様化推進セミナー出席者
２階 瀬 戸 の 間：新会員セミナー出席者
当日受付でご案内いたします。
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国際ロータリー第2680地区
2018-19年度地区大会

出席カード
（3月23日）

ご芳名

国際ロータリー第2680地区　ガバナー

矢野　宗司

所属クラブ

職業分類

国際ロータリー第2680地区
2018-19年度地区大会

出席カード
（3月24日）

ご芳名

国際ロータリー第2680地区　ガバナー

矢野　宗司

所属クラブ

職業分類
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シャトルバス時刻表シャトルバス時刻表

24日はシャトルバスをご用意しておりますが、席数が限られております。
加古川プラザホテル（会員家族懇親会場）へは、お待ちいただくより
徒歩での方が早く移動できます。（徒歩約15分）

23日（土）　運行はありません

24日（日）
【JR加古川駅（北出口）⇒加古川市民会館】

シャトルバス運行について

8時
9時
10時
11時
12時

30、40、50
00、10、20、30、40、50
00、10、20
00、15、30、45
00、15、30、45

【加古川プラザホテル⇒加古川市民会館】
9時 00、30

【加古川市民会館⇒JR加古川駅（北出口）】

【バス停の各設置場所】
J R 加 古 川 駅：改札降りて左手、北出口出たところすぐ
加古川プラザホテル：正面玄関 
加 古 川 市 民 会 館：市民会館出て右手奥ローソン前

14時
15時
16時
17時

30、
00、30
00、30
00

【加古川市民会館⇒加古川プラザホテル】
（会員家族懇親会会場移動用）

17時
18時

30、35、40、45、50、55
00、05、10、15、20、25

大ホール

小ホール

会議室２
会議室１

小ホール
ホワイエ

会議室３

事務室

正面玄関

友
愛
の
広
場

総
合
案
内

友愛の広場
ステージ

シャトルバス
停留所

救護室

EV
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各会場内案内図各会場内案内図

大ホール

小ホール
大会
議室

会議室２会議室２会議室２会議室２会議室２
会議室１会議室１会議室１会議室１会議室１

大ホール
ホワイエ

小ホール
ホワイエ

会議室３会議室３会議室３

事務室

正面玄関

友
愛
の
広
場

総
合
案
内

グ
ル
メ
飲
食
販
売
ブ
ー
ス

友愛の広場
ステージ

ウェルカム
ゲート

加古川駅

シャトルバス
停留所

救護室

23日
青少年育成公開セミナー

（一般公開講座）

23日
ロータリーファミリーの集い
ロータリーファミリーの集い昼食会場

24日
クローク

24日
来賓受付・クラブ受付

24日
一般公開講座
本会議

24日
一般公開講座
一般市民受付

1Ｆ

【加古川市民会館】

EV
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【加古川プラザホテル】

EV

EV

EV

EV

EV

23日　大会決議委員会
　　　 大会信任状委員会

23日
友愛の広場

23日　多様化推進
　　　　セミナーPartⅡ

23日
新会員セミナー

会長・幹事会
地区指導者育成
セミナー
RI会長代理
ご夫妻歓迎晩餐会

24日　会員家族懇親会 24日
会員家族懇親会

24日
会員家族懇親会

23日
ガバナー指名委員会

23日　大会登録委員会／地区資金委員会B1

1F

2F

小会議室

館内入口

正面玄関

フロント

瀬戸の間

鹿児の間

レストラン
リヴィエール

ボール
ルーム

クローク

牡丹の間 芙蓉の間

ロビー

加古川
商工
会議所
展示
ホール

総
合
受
付

地下１階へ

コインロッカー
喫煙室

中会議室

加
古
川
倶
楽
部

特
別
室



〔日時〕2019年3月23日㈯・3月24日㈰
〔場所〕加古川市民会館

　　　　　加古川プラザホテル

【 ホストクラブ ホストクラブ 】

加古川中央ロータリークラブ加古川中央ロータリークラブ

【 コ・【 コ・ホストクラブ 】

高砂ロータリークラブ高砂ロータリークラブ
加古川ロータリークラブ加古川ロータリークラブ
高砂青松ロータリークラブ高砂青松ロータリークラブ
加古川平成ロータリークラブ加古川平成ロータリークラブ

20182018-19年度

国際ロータリー第国際ロータリー第2680地区
地区大会事務局地区大会事務局地区大会事務局地区大会事務局

〒650-0046〒650-0046  神戸市中央区港島中町6-10-1
神戸ポートピアホテル本館７階722号室神戸ポートピアホテル本館７階722号室
 078-304-2680　 078-304-2681

 yano2680@arrow.ocn.ne.jp

 http://dist.ri2680.org/




