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K.R.ラビンドラン氏

から感謝申し上げます。この赤坂地域に必要とさ

矢野利明
川本

2015-16 国際 RI 会長

ェクト部門のみなさんには、ご尽力いただき、心

会長
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●ビジター

Be a Gift to the World

100 万ドルの食事

れるクラブを目指し、今後も人にスポットを当て、
人を育み、人とつながる事業をクラブのみなさん
と一緒にさらなる充実と改善をしていきたいと思
います。
先程、お祝いをさせていただきましたが、眞田
創立会長、眞田副会長、松浦さん
に新装オープン

●会長の時間

2 店舗を 12/1

おめでとうございます。昨日は

有志の会でありましたが、特別のご配慮に感謝申
し上げます。おいしい料理と美味しいお酒で楽し
い時間過ごすことが出来、赤坂ロータリークラブ
の会員であることの冥利に尽きる素敵な時間とな
りました。誠にありがとうございます。
さて 11/24 に国際ロータリー第 2710 地区
2015-16 年度グループ別ロータリー財団勉強会に
佐藤ロータリー財団委員長と一緒に出席してまい
りました。財団の勉強と聞いただけで構えてしま
うことでありますが

ロータリー財団の使命はロ

皆さん、こんにちは。改めまして、本日のビジ

ータリアンが世界で健康状態を改善し、教育への

ターであります松永ロータリークラブ会長矢野利

支援を高め、貧困を救済することを通じて、世界

明さま、創立 50 周年記念実行委員長川本修さま、

理解、親善、平和を達成できるようにすることで

ようこそおこしくださいました。松永ロータリー

あるといわれています。詳しくは本日のプログラ

クラブ創立 50 周年記念式典に赤坂ロータリークラ

ムであります「ロータリー財団について」佐藤財

ブ会員全員お招きいただきありがとうございます。

団委員長、よろしくお願いいたします。

心よりお礼申し上げます。来年は我がクラブの創

最後に本日例会前に次年度理事役員指名委員会

立 20 周年であります。その節はご支援、ご協力の

の 5 名の委員選出のくじ引きをお願い致しました。

ほどよろしくお願い申し上げます。また、昨日の

委員方々は

創立 50 周年チャリティゴルフに神原パスト会長、

ん、岡田員宗さん、渡辺さんです。委員の皆様は

武田パスト会長、橋本副幹事が参加していただき、

本例会終了後に第 1 回指名委員会を開催いただき

ありがとうございます。

委員長の選出をお願い申し上げ、会長の時間とさ

前回の例会はクラブ継続事業であります第 7 回
善行児童・生徒表彰が行われました。青少年奉仕
委員長村井さん、副委員長武郷さん、奉仕プロジ

神原パスト会長、梅西さん、田中さ

せていただきます。本日も最後までよろしくお願
いいたします。

●お祝い

●スマイル BOX

＜新店舗オープン祝い＞

◆松永ロータリークラブ会長矢野利明様
50 周年記念実行委員長川本修様

11 月 25 日オープン
フォーシーズン・プライムステーキ（宝町）
いけの（昭和町）

50 周年記念式典には、全員の登録をいただき
ありがとうございました。
チャリティーコンサートの PR をさせていた

●幹事報告

だきます。ぜひ聞いてやってください。

＜例会変更＞

◆今川忠男 会長
本日ビジターであります、松永ロータリークラ

福山 RC
・12/7（月）→同日 18：00～

忘年家族夜間例

会のため、福山ニューキャッスルホテル
・12/28(月)

定款第 6 条第 1 節により休会

ブ会長矢野利明様、創立 50 周年記念実行委員長
川本修様、ようこそお越し下さいました。どうぞ
楽しんでください。
また、本日の卓話「ロータリー財団について」

松永 RC
・12/7(月)

→12/6（日）13：00～

チャリティ

佐藤パスト会長どうぞよろしくお願いします。
また、眞田創立会長、眞田副会長、松浦さん、

ーコンサートのため、ニチエー会館
・12/28（月）定款第 6 条第 1 節により休会

新装オープンおめでとうございます。このプロジ

・1/4(月)

ェクトにお手伝いでき、大変うれしく感謝いたし

→

10 日（日）17：00～

家族新年

例会のため、福山ニューキャッスルホテル

ております。
◆眞田奈津基 副会長

・1/11（月）法定休日の為休会

昨日は、フォーシーズンズに多くの方々に参加

福山東 RC
・12/30(水）→12/21（月）18：30～

クリスマ

ス夜間家族例会のため、アーククラブ迎賓館

していただき、本当に感謝しております。ありが
とうございました。
また、本日は所用のため、欠席致します。

鞆の浦 RC
・12/15（火）→同日 18：30～
為、季節料理

忘年夜間例会の

◆岩永光司 幹事
松永 RC 矢野会長、川本実行委員長、ようこそ

衣笠

・12/29（火）定款第 6 条第 1 節により休会

お越し下さいました。これからもどうぞよろしく

・1/5（火）定款第 6 条第 1 節により休会

お願いいたします。

＜配布物＞

本日は、ロータリー財団についてしっかり勉強

・G10・11 合同親睦ゴルフ大会参加者記念写真

させて頂きます。佐藤委員長、よろしくお願いし

・松永 RC チャリティーコンサートの案内

ます。

＜回

覧＞

◆武田正敏 パスト会長

・11 月 16 日善行表彰式新聞記事

先般の全校児童生徒表彰式には、執行された役
員の方々、ご苦労さまでした。今後益々の発展を

●出席報告
本日出席率

記念します。
昨日は、松永 RC 周年記念ゴルフ大会に参加し、

79.54％

（出席者 35 名

欠席者 9 名

前々回修正出席率

出席免除者 2 名）

67.44%

●委員会報告
・国際奉仕委員会（森原委員長）
ソウル国際大会 5/28 呼びかけ

素晴らしいパートナーとプレーでき、楽しく過ご
させて頂きました。
今冬より、南米・南極クルーズに 3 か月間 100
日参加します。ご迷惑をおかけします。
◆佐藤

貢 パスト会長

本日は、ロータリー財団について卓話をさせて
いただきます。
わかりにくいところがあるとは思いますが、よ

ろしくお願いします。
◆松浦宏次 会員
昨日は、フォーシーズン・プライムステーキの
プレオープンを行いました。多くのロータリーメ

●プログラム
＜会員卓話＞
佐藤

貢

ロータリー財団委員長
「ロータリー財団について」

ンバーの皆様にお越しいただきありがとうござ
いました。大変貴重なご意見をいただき、改善し
ていきたいと思います。
明日、12 月 1 日、いけの、フォーシーズン、
同時オープンします。いけのは夜のみの営業です
が、フォーシーズンは昼のランチもしております。
11:30～で 1300 円～になっておりますので、ど
うぞよろしくお願いいたします。
◆吉元友浩 会員
明日オープンいたします、昭和町いけのと昨夜
おいしくいただきましたフォーシーズンの施工
をさせていただきました。
どちらのお店も目立つ場所での工事だった為、
弊社としても非常にありがたい看板工事となり
ました。
広告費として 2 店舗分スマイルさせていただ
きます。
◆清水朗弘 会員
昨日、一心さんの出店される「フォーシーズ
ン・プライムステーキ」で素敵な夕食をいただき
ました。大変おいしかったです。ありがとうござ
いました。
◆岡田員宗 会員
(有)ヨシテック平井様より、ご子息の車「レク
サス NX」をご購入いただきました。ありがとう
ございます。
◆武郷義昭 会員
所用のため、退席させていただきます。
◆吉池

覚 会員

本日、所用により早退いたします。申し訳ござ
いません。スマイルします。
◆山本秀樹 会員
本日は、所用により早退させて頂きます。大変
申し訳ございません。
◆瀬川貴夫 会員
所用のため、欠席いたします。申し訳ございま
せん。

※

次回例会
12 月 7 日(月)18:00～

忘年例会

いけの（新規オープン店）にて

