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●点 鐘  今川忠男 会長 

●ソング   [それでこそロータリー］ 

●ゲスト  株式会社ライフナビ・アイ 

専務取締役 畑 翔 様 

      畑 英利子 様 

●プログラム  ゲスト卓話 

株式会社ライフナビ・アイ 

専務取締役 畑 翔 様 

      畑 英利子 様 

「今のホームページの在り方」 

 

●会長の時間 

 

皆さん、こんにちは。 

本日のゲスト株式会社ライフナビ・アイ専務取

締役畑翔様、畑英利子様ようこそお越し下さいま

した。本年度の福山赤坂ロータリークラブの HP の

リニューアルには多大なるご尽力いただき、心よ

りお礼申し上げます。また、日頃よりロータリー

活動にご理解と特に畑さんのご家族として私ども

の家族例会に参加していることに、心よりお礼申

し上げます。本日は楽しいお時間をお過ごしくだ

さい。 

先週末から九州、熊本を中心に平成 28 年熊本地

震、強い地震が頻発し、甚大な被害が発生してい

ることは皆様もメデイアなどによる事でご存知と

思います。亡くなられた方々のご冥福をお祈りす

るとともに、負傷された方々をはじめ被災された

方々に、心よりお見舞い申し上げます。まだ、余

震が続く中、我々が出来ること、被災者に寄り添

った対応の支援をしていきたいと考えます。地区

からも義捐金への協力のお願いがあり、本日持ち

回り理事会により、皆様より 1,000/人のご支援を

いただくことになりました。皆様、ご協力のほど

よろしくお願い致します。 

また、先週は頓行一雄さんの会員卓話でした。

卓話の準備にまる 1 日時間をかけて頂き、心より

お礼申し上げます。 

頓行さんの仕事と人柄を知る機会が出来、業界

の知識が広がり私の辞書の 1 ページが増えました

ことに感謝申し上げます。みなさまはいかがでし

たでしょうか。 

さて、4 月 15 日の国際ロータリーからメールを

ご紹介いたします。ロータリーを再発見。奉仕と

友情をの輪を広げようの中でロータリー入会理由

のトップ 2 が挙げられていました。1 つは「地域社

会に貢献したい」2 つ目は、「同じ関心をもつ人々

と知り合いたい」と調査で分かっているそうです。

また、クラブにとどまり続ける理由もこの事と同

じだそうです。今一度皆様はいかがでしたでしょ

うか 

さて、本日は 株式会社ライフナビ・アイ専務

畑翔様、英利子さまのゲスト卓話です。今のホー

ムページのあり方について、違った見方で楽しめ

るプログラムです。どうぞ皆様宜しくお願い致し

ます。最後に福山赤坂 RC細則をご紹介いたします。 

第６条 第４節は在籍会員の親子またはその配偶

者、もしくは在籍会員の兄弟姉妹が会員になった

場合、年会費を減額し入会・在籍の機会を拡充す

ることが出来ます。このことは未来輝く福山赤坂
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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。 

 

 

●幹事報告 

＜例会変更＞ 

福山 RC 

 ・5 月 2 日(月) 定款第 6 条第 1 節により休会 

松永 RC 

 ・5 月 2 日(月) 定款第 6 条第 1 節により休会 

 ・5 月 30 日(月)  定款第 6 条第 1 節により休会 

福山丸之内 RC 

 ・5 月 2 日(月) 定款第 6 条第 1 節により休会 

 ・5 月 9 日(月) → 5 月 8 日(日)9:00～ 福山

城周辺清掃活動の為、広島県立歴史博物館前 

福山西 RC 

 ・5 月 3 日(火) 法定休日により休会 

 ・5 月 24 日(火) → 5 月 28 日(土)17:00～ 家

族例会鞆の浦花火大会の為、鞆の浦 

鞆の浦 RC 

 ・5 月 3 日(火) 法定休日により休会 

福山東 RC 

 ・5 月 4 日(水) 法定休日により休会 

福山北 RC 

 ・4 月 29 日(金) 法定休日により休会 

＜回 覧＞ 

・第 3 回福山赤坂 RC ゴルフコンペのご案内及び出欠

表 

・米山奨学会寄付のお願い 

 

●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 65.11% 

 

●委員会報告 

・米山奨学会委員長（武田委員長） 

 

 

 

 

 

●スマイル BOX 

 

 

◆今川忠男 会長 

㈱ライフナビ・アイ専務取締役畑翔様、畑英

利子様、ようこそお越し下さいました。本日は

楽しんで下さい。 

また先日、平井啓博さんのホールインワンの

お祝いの会にお招きいただき楽しい時間を過ご

すことができ心より感謝です。 

◆眞田奈津基 副会長 

先週の土曜日は、平井さんのホールインワン

コンペに参加してきました。楽しく過ごす事が

できました。ありがとうございました。 

本日のプログラム、楽しみにしております。 

畑さん、よろしくお願いします。 

◆岩永光司 幹事 

㈱ライフナビ・アイ畑翔専務様、畑英利子様、

ようこそお越し下さいました。卓話、楽しみに

しております。よろしくお願い致します。 

◆畑 弓子 会員 

本日は弊社の「ホームページ」について卓話

をさせて頂きます。宜しくお願い致します。 

◆平井啓博 会員 

私事ですが、先日ホールインワンコンペを開

催させて頂き、ロータリーからも多数の方々に

ご参加頂き有難うございました。第二回が開催

会員創業創立記念祝 

門田一治さん (有)勉強堂 S4.4.1 

徳永雅俊さん (有)フォトランドトクナ

ガ S37.4.1 

畑 弓子さん (株)ライフナビ・アイ 

H27.4.10 

岡田直也さん (有)厨房設備センター 

S55.4.17 

橋本慎吾さん (株)ブリッジ H21.4.22 

瀬川貴夫さん 瀬川司法書士事務所 

H26.4.8 

野田和秀さん (株)野田商店 S39.4 



出来る様がんばります。 

◆清水朗弘 会員 

先週の土曜日に、平井さんのホールインワン

を記念するゴルフコンペと懇親会にお招き頂き

ました。ゴルフでは幸運なことにハンデを沢山

頂き上位に入賞することができ、素敵な商品を

頂きました。色々とありがとうございました。 

◆馬場正人 会員 

㈱ライフナビ・アイ専務取締役畑翔様・英利

子様、本日の卓話をお引き受けいただきありが

とうございました。楽しみにしております。 

よろしくお願いいたします。 

◆武田正敏 パスト会長 

本日は米山特別寄付金について主旨御理解い

ただき、特別寄付よろしくお願い致します。 

先日の平井さんホールインワン記念ゴルフ大

会で栄誉ある最下位賞副賞として、練習カード

を頂戴致しました。励みます。 

所用の為、早退させて下さい。 

◆武郷義昭 会員 

所用のため退席させていただきます。 

◆麦谷恒雄 会員 

所用にて早退します。 

◆瀬川貴夫 会員 

本日欠席させていただきます。申し訳ござい

ません。 

◆岡田員宗 会員 

先日、平井さんのホールインワンコンペに参

加させて頂きました。 

９位入賞し、豪華な賞品を頂きました。あり

がとうございました。 

◆江草國之 会員 

「熊本地区・震災」犠牲者 42 名。「ボランテ

ィア活動と支援」は「段階を追ってするのが良

い」、「月一度」「あかり会」で「小林史明・衆議

院議員」の言葉で、私は心がけます。 

５月９日（月）16 時 30 分～「次年度役員・

予定」懇親会、業務上で欠席させて頂きます。

「西川和吉様」「パートナーシップ」が出席され

ますので、何かと宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

●プログラム 

＜会員卓話＞ 

 株式会社ライフナビ・アイ 

  専務取締役 畑 翔 様、畑 英利子 様 

  「今のホームページの在り方」 

   

 

 

 

※ 次回例会 

4 月 25 日(月)12:30～ ゲスト卓話 

 有限会社野口石油 

 代表取締役社長 野口義弘様 

 


