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ＶＯＬ．４６
本日のプログラム

７ 月 ２４日（2168 回）

「 新会員自己紹介 」
木村長和 会員 /内堀健太郎 会員
２０１９年

７月１７日(水) 第３例会

～体操～

次回のプログラム

７ 月 ３１日

「

」
光川慎一 会員

いつまで梅雨寒が続くのでしようか。
まだ関西はそれほどでもないと思うのですが、世界を見ま
してもフランスは先月南部地方で 45.9 度を記録し、日本と

１．ソング 「 我らの生業 」

真逆で気温が上がりすぎているようです。これもまた困っ
たものだと思います。日本でも 1993 年以来の雨梅寒で
関西は 7 月いっぱいぐらい梅雨が明けないそうです。

２．ビジター紹介
（西宮ＲＣ） 吉井 良昭 氏

早く梅雨が明けて欲しいものです。平年より 1 か月ほど
季節が遅くなっているような気がいたします。夏がその分

３．出席報告

長く続いてくれればいいのですが、一年を通して一番開放

会 員 数 ４７ 名

出席数

３４名

的になれる季節だと私は思っております。皆様はどうでし

出 席 率 75.55％

前々回補正 95.55%

ょうか。今年九州の鹿児島、宮崎で集中豪雨があり、去年

【本日の欠席】

は西日本集中豪雨で広島、岡山、神戸各地に多大な被害を

浜田・藤井(輝)・平野・勇・兼重・的場・中井・中西・

もたらしました。特に岡山の倉敷真備町では一級河川の

小野・齊藤・三田・内堀・山中 各会員

高梁川が氾濫し、大きな被害になりました。一年たった今

【補填】7/3

でもその度重なる被災によって、家がもとに戻らない、

的場・内藤・中西 各会員

お金がない、ということで、人が街を離れていきコミュニ
ティが崩壊しているような状況です。

４．会 食

当クラブの渡部さんのご実家も倉敷と聞いておりましたの
で例会の際「被害はなかったですか」と尋ねたところ、

５．会長の時間

「私の方は大丈夫だった」とおっしゃっていたので安心し

先週に続いてクラブアッセンブリーです。委員長の皆様

た事を思い出します。

どうぞ宜しくお願いいたします。今日は天候についてお話

近くでは、昨年神戸灘区篠原台で土砂災害が起き多大な

しさせていただきたいと思います。皆様もご存知のとおり

被害がありました。1960 年六甲山を切り開き住宅地にする

7 月より新しい年度になり頑張ろうと思う反面、お天気が

と人が増えていきました。神戸自体平地が少なく何もなけ

すぐれない日が続いております。皆様お体の方は大丈夫で

れば眺望も前は海、後ろには山といった抜群の立地だと

しょうか？これも異常気象が続いているからだそうです。

私は思います。元々神戸は、お洒落な街で高揚感漂う街並

都市化が進むほど大気が汚染され異常気象になるようです。

みがたくさんあります。
日本でのジャズ発祥の地でもあり、

去年は 7 月 15 日時点で真夏日(30 度以上で真夏日)が 14.8

日本でいう西洋のような街なのですが、人口が減った地区

日もあったにもかかわらず、今年になって未だに東京では

市町村で全国 1 位になってしまいました。中央区だけは

真夏日がないそうです。25 度に満たない日が 15 日中 10

少し人口が増加したようですが、ほか全ての区で人口減少

日もあったそうです。これはこれまでになく 7 月に夏日の

が起こったようです。私が思いますに山を切り開いて作っ

少ない記録だそうです。

たということもあり、坂道が多く最近の異常気象も相まっ

ＲＯＴＡＲＹ ＣＯＮＮＥＣＴＳ ＴＨＥ
国際ロータリー会長

ＷＯＲＬＤ

ﾏｰｸ・ﾀﾞﾆ ｴﾙ・ﾏﾛｰﾆｰ

「 つながりは挨拶から
会 長

森 本 吉 昭

」

て人口が減少していると思います。

＊本日はクラブアッセンブリー2 日目です。

私は「我が家は大丈夫だ」と誰もが思う心理、これは被

各委員長さん一年間よろしくお願いします。

害にあったことがないから思うので、今考えなければなら

······················ 安藤・藤井(秀)・石本・礒田・

ないことは、地球温暖化の影響で異常気象が繰り返される

川口・木村・喜多・近・小坂・

昨今、決して他人事ではなく、今一度水害、土砂災害の

久保・森・森本・内藤・中田・

防災について考え直し、備えるべきだと思います。

西川・西村(太)・小畑・

最後に雨が降るのはいいのですが、出かけるときに持っ

太田・杉浦・武部・滝口・田村・

て出た傘を、帰り雨が上がっていると忘れてしまうことが

田中・安田

最近自分自身増えているような気がします。皆さんはどう
でしょうか。何事にも注意することが大事ですね。

本日の金額
累

６．幹事報告

計

３１,０００円
２１１,８００円

９．クラブアッセンブリー

1)尼崎グループ６ＲＣ親睦ゴルフコンペの案内
(尼崎ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ並びに青少年交換への募金ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ)

日時：2019 年 9 月 8 日(日)
午前 9 時 17 分 OUT INN 同時スタート
場所：関西ゴルフ倶楽部
三木市吉川町吉安 877-1
会費：1 万円
ﾌﾟﾚｰ費、飲食費等は各自負担
【注】締切後の参加取消料￥5,000ゴルフ場のｷｬﾝｾﾙﾌｨｰは本人負担
人数：1 クラブ 4 名以上

①例会運営委員会
···························· 滝口謙一 委員長

締切：8 月 8 日(木)
ﾎｽﾄ： 尼崎中ＲＣ

出欠

回覧

７.各委員会報告
・なし
８．ＳＡＡ報告
↠↠↞↠↠↞↞↞↠↞↞↞↠↠↞↞↠↠↠ ニコニコＢＯＸ ↞↞↞↞↞↞↞↞↞↞↞↞↞↞
＊本日はお世話になります。

②会員増強委員会

···························(西宮ＲＣ)吉井良昭 氏
＊先週、初めて長良川の鵜飼いを観てきました。

···························· 久保建夫 委員長

見応えがありました。
············································ 西川
＊タクシーの話です。昨日ワンメーターのはずが
1,180 円の遠回りをされました。
「道はお任せします」と
言ったので詐欺にはならないとか。ホントかな？
·········································· 田野島
＊皆出席お祝いを頂きました。
·······································小坂・西川
③会員研修委員会
·························· 礒田雅司 委員長

④会報・情報委員会
····························· 渡部洪一 委員長

⑤奉仕プロジェクト(社会奉仕委員会)
····························· 石本一也 委員長

⑥職業奉仕委員会
····························· 藤井秀樹 委員長

⑦青少年奉仕委員会
····························· 松本勝憲 委員長

⑧国際奉仕委員会
·························· 田中正喜 委員長

⑨ロータリー財団(ロータリー財団委員会)
······························ 高山恒夫 委員長

⑩米山記念奨学委員会
···························· 中田雄久 委員長

⑪ＳＡＡ
···························· 小坂圭一 ＳＡＡ

