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●点 鐘  今川忠男 会長 

●ソング   [我等の生業］ 

●プログラム  会員卓話 

頓行一雄会員 

 

●会長の時間 

 

皆さん、こんにちは。 

先週は穏やかな瀬戸内の海と島々と美しい桜が

見えるデッキで眺めていると時をたつのを忘れる

最高な花見家族例会でありました。会員の皆様、

ご家族の皆様ご参加をいただき、心よりお礼申し

上げます。また、親睦活動委員長橋本さんを中心

に親睦委員の皆さまのご尽力によりすばらしい花

見の宴を開催することでき、心より感謝申し上げ

ます。特に佐木さん、渡辺さんによる名司会、旬

の料理をあつあつで提供していただきました畑さ

ん、おいしいお酒をセレクトしていただきました

野田さん、朝、５時から、旬の筍の準備をしてい

ただきました佐渡さんのクラブ奉仕に、心よりお

礼申し上げます。そして、ホテル因島の関係者の

皆様にも大変よくしていただき、天気も良く、か

さねてお礼申し上げます。ありがとうございまし

た。 

先ほど、クラブの慶弔規定により喜寿のお祝い

をさせていただきました。パスト会長武田さん、

心よりお祝い申し上げます。このようなことがで

きることを大変うれしく、誇りに感じています。

これからも、お体に気を付けていただき、末永く

我々のことを見守っていただきたく、お願い申し

あげます。また、今回の記念品は姉妹クラブの東

京赤坂ロータリークラブ会員であります吉岡さん

のお店からご用意をさせていただきました。吉岡

さんのお店 陶香堂は、宮内庁御用達、創業７０

年をお迎えになっており、そのお店から特別にご

準備をさせていただいている記念品であります。

６つの瓢箪の絵が描かれていますめおとの湯飲み

です。無病息災のお守りのなると言われ、大切に

ご使用していただくことを願っております。 

今月のロータリー月間のテーマは「母子の健康

月間」になっております。「母子の健康」はロータ

リーの 6 つの重点分野の１つであります。世界で

は毎年、疾病、栄養失調、医療の不備、不適切な

衛生設備が原因で５歳未満のこども６３０万人が

亡くなっています。また、リプロダクティブ・ヘ

ルス（性と生殖に関する健康）の医療と研修を充

実させることにより妊産婦の死亡を 80％防ぐこと

ができると言われています。皆様と一緒に月間内

容を深めてまいりましょう。 

さて、本日は 頓行一雄さんの会員卓話です。

頓行さんの仕事を通じて、思いに触れることがで

きる楽しいプログラムです。どうぞ皆様宜しくお

願い致します。 

最後に本日のプログラムが未来輝く福山赤坂ロ

ータリークラブの活動に有益になりますことを祈

念して会長の時間とさせていただきます。 
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●お祝い 

＜喜寿お祝い＞ 

 武田パスト会長  

 

●幹事報告 

＜例会変更＞ 

鞆の浦 RC 

 ・4 月 12 日(火) → 同日 12：30～ 例会場の

都合により、景勝館 漣亭 

＜配布物＞ 

・ロータリーの友並びにガバナー月信 4 月号 

・予納金明細書（残高 3 万未満の方のみ） 

※振込先裏面記載 振込 or 事務局まで 

※後期 R 財団寄付約 9000 円・花見例会会費・米山

寄付等 

＜回 覧＞ 

・広島弁護士会からのお知らせ 

・第 3 回福山赤坂 RC ゴルフコンペのご案内及び出欠

表 

 

●出席報告 

本日出席率 84.09％ 

（出席者 37 名 欠席者 7 名 出席免除者 2 名） 

前々回修正出席率 79.06% 

 

●委員会報告 

・親睦委員会（橋本委員長） 

・米山奨学会委員長（武田委員長） 

・広報雑誌等委員長（馬場委員長） 

 

●スマイル BOX 

 

◆今川忠男 会長 

先週花見参加いただいた皆様、ありがとうご

ざいます。 

本日卓話、頓行一雄さん、楽しみにしており

ます。 

どうぞよろしくお願いします。 

◆眞田奈津基 副会長 

先日は、花見例会を欠席しまして申し訳ござ

いませんでした。 

今日は頓行さんの卓話です。 

どうぞ、よろしくお願いします。 

◆岩永光司 幹事 

先日の花見家族例会では、橋本委員長をはじ

め親睦委員会の皆様、大変お世話になりました。 

佐渡さん、たけのこを美味しく頂きました。

ありがとうございました。 

本日のプログラム、頓行さん、どうぞよろし

くお願い致します。 

◆杉原康生 会員 

喜寿のお祝いありがとうございました。 

邪魔をしないようにもう少しロータリーを楽

しみますのでよろしく。 

◆神原一省 会員 

4 月 2 日の因島の花見例会では喜寿のお祝い

を頂き、ありがとうございます。 

喜寿といえば 77 才ですが、私の実感では、い

つの間にか 77 才という感じです。 

いたずらに歳を取ることを馬齢を重ねるとい

いますが、これは私にとってぴったりの言葉で

す。 

もうしばらくロータリーにお世話になります。 

祝っていただいてありがとうございます。 

◆武田正敏 会員 

喜寿の記念品ありがとうございました。家族

と皆様に助けられ、感謝です。 

米山奨学会特別寄付をお願いすると思います

が、よろしくお願い致します。 

120 日間南米南極クルーズから無事帰ること

ができました。皆様に長い間迷惑をおかけ致し

ました。 

今後共よろしくお願い致します。 

◆谷口宏樹 会員 

この度、長女が如水館中学に無事入学させて

頂きました。 

関係者の皆様、今後とも宜しくお願いします。 

会員結婚記念祝 

武田正敏さん S42.4.7 

谷口宏樹さん H15.4.4 

岡田直也さん H20.4.26 



◆橋本慎吾 会員 

先日の花見例会には、多くの会員とご家族に

参加いただきました。 

好天の中、満開のサクラと手づくりタケノコ

をいただきながら、最高に盛り上がりました。

大変ありがとうございました。 

また、例会でご紹介とお祝いをいただきまし

たが、4 月 9 日にマセラティショールームをオ

ープンすることができました。更に精進して参

りますので、一層のご支援を宜しくお願い致し

ます。 

◆江草國之 会員 

喜寿のお祝いありがとうございます。 

福山市議員選挙で支援した議員は全て当選し

ました。 

今後、良い市政を施行してください。 

私は福山市にシフトして拠点をおきます。 

異業種のご理解とご支援をお願いします。 

◆頓行一雄 会員 

本日は卓話を担当させていただき光栄に思っ

ております。 

緊張いたしますが、がんばります。 

◆岡田員宗 会員 

先日、長男が無事に如水館高校に入学しまし

た 

三年後、どのような成長を遂げるのか楽しみ

です。 

◆吉池覚 会員 

本日所用により早退します。 

申し訳ございません。 

スマイルいたします。 

◆山本秀樹 会員 

本日は、所用の為、早退させて頂きます。 

申し訳ございません。 

◆瀬川貴夫 会員 

所用のため退席いたします。 

申し訳ございません。 

◆平井啓博 会員 

先日如水館の入学式にて祝辞の機会を頂きま

した。 

本クラブからは谷口さんの娘さんと岡田さん

の息子さんのご入学、誠におめでとうございま

す。 

 

 

●プログラム 

＜会員卓話＞ 

 頓行一雄 会員 

      「私とリネンサプライについて」 

   

 

 

 

※ 次回例会 

4 月 18 日(月)12:30～ ゲスト卓話 

 株式会社 ライフナビ・アイ 

 畑 翔様・畑 英利子様 

 


