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福山赤坂ロータリークラブの慈善事業もさるこ
とながら、我々クラブが元気印だということを広

パネルディスカッション

く皆様に理解して頂くことができたのも皆様のお

「米山について」

陰だと思っております。本当に重ね重ねにはなり
ますが、有難うございました。厚く御礼申し上げ

●会長の時間

ます。
無事クラブ創立２０年を迎えましたが、問題は
ここからです。次の３０年、４０年に向かって、
「福
山赤坂らしさ」を深く掘り下げたうえで、次は何
をやっていくのかを皆様と考えながら歩んでいけ
ればと思っております。
１０月３０日（日）には、広島の国際会議場に
て２７１０地区の地区大会が開催されます。皆さ
ん、多くの参加をお願いいたします。今回は「名
作映画で観る４つのテストの日常化」を記念講演

皆さん、こんにちは。１０月８日（土）の創立

とし、女優の小雪さんに特別ゲストとして来場し

２０周年記念行事以来ということで、その間に季

て頂く予定になっております。今後は、地区大会、

節はすっかり秋に変わりました。まずは、創立２

Ｇ10・11 親睦ゴルフ大会といった行事があり、グ

０周年記念行事についての御礼を申し上げます。

ループや地区で集まる行事が続きます。是非、皆

皆様のお陰で成功に終わることができました。あ

さんも一緒に参加し、ロータリーの意義について、

りがとうございました。他クラブの皆様方から「２

もっと深く勉強していきましょう。それが今後の

７１０地区の中でも非常に元気のある、ハツラツ

大きな成長のステップになると思っております。

としたクラブを間近で見させてもらった。」という

どうぞ参加を宜しくお願いいたします。

声を頂いております。式典ならびに祝宴にご出席

本日が例会場で開催する今月最後の例会となり

くださった 2016-17 年度会長・幹事様からは「式

ます。今月は「米山月間」ということで、新しい

典と祝宴のメリハリがあって良かった。」という感

試みであるパネルディスカッションを行う予定で

想を一番多くいただきました。式典につきまして

す。最後まで、どうぞ宜しくお願いいたします。

は、皆さんの用意周到な準備が評価されたのだと

特に新しく入会された新入会員の方は、
「ロータリ

思っております。さらに、おいしいお酒やワイン

ー財団」
「米山奨学金」について、まだ深く理解さ

がいっそう祝宴の演出を引き立て、良かったので

れていない方が沢山いらっしゃるかと思います。

はないかと思います。中でも、祝宴のオープニン

「ロータリー財団」
「米山奨学金」は、ロータリー

グを飾りました如水館吹奏楽部とチアーリーディ

クラブの本質的な部分に深く根差した活動だと思

ング部の生徒の皆さんによる演奏と演技につきま

っております。会員の皆様におかれましても基礎

しては、ご出席の皆様が絶賛してくださいました。

からもう一度学ぶということを含め、本日のプロ

グラムをどうぞ宜しくお願いいたします。以上で

●スマイル BOX

会長の時間を終わらせていただきます。本日もど
うぞ宜しくお願いいたします。
会員入会記念祝
●幹事報告

眞田惣行さん

H8.10.8

＜例会変更＞

神原一省さん

H8.10.8

麦谷恒雄さん

H8.10.8

杉原康生さん

H8.10.8

吉池

H22.10.5

福山南ＲＣ
・10 月 27 日(木)

→

10 月 30 日(日)

地区大

会参加のため、広島国際会議場
・11 月 10 日(木)
～

→

11 月 3 日(木・祝)8：00

Ｇ10・11 合同親睦ゴルフ大会のため、福

◆眞田奈津基

山カントリークラブ

会長

先月の２０周年記念式典、祝宴では本当に皆様

福山ＲＣ
・10 月 24 日(月)

→

同日 12：30～

職場例会

のため、エーガル８シネマズ（フジグラン神辺

のおかげで成功に終わることが出来ました。本当
にありがとうございます。
本日は「米山について」です。武田委員長どう

内）
・10 月 31 日(月)

→

定款第６条第 1 節による

ぞよろしくお願いします。
◆岩永光司

休会

副会長

先日の創立２０周年記念式典、祝宴、杉原実行

府中ＲＣ
・10 月 31 日(月)→10 月 30 日(日)

地区大会参

加のため、広島国際会議場

委員長、谷口副実行委員長をはじめ皆様たいへん
お疲れ様でした。
あのような場で初めてあいさつする経験が出

＜配布物＞
・河川浄化チャレンジ月間参加者募集のチラシ（芦
田川環境マネジメントセンター）
・予納金納入のお願い及び明細書

＜回

覚さん

来、光栄に思っております。
本日のプログラムは米山についてのパネルデ
ィスカッションよろしくお願いします。
◆橋本慎吾

覧＞

幹事

本日のプログラム「米山について」パネルディ

・ハイライトよねやま 199 号
・11 月 12 日より日程変更の 12 月 23 日ゴルフコンペ

スカッションにご登場いただくパネリスト「武田
委員長、今川パスト会長、下宮会員」コーディネ

のご案内
・12 月 16 日 17:00～東京赤坂 RC 創立 30 周年記念式

ーターとして「岩永副会長」何卒宜しくお願い致
します。

典のご案内並びに出欠表

◆眞田惣行

創立会長

先日の記念大会では多くのサプライズを戴き
感謝致しております。

●出席報告
本日出席率

「赤坂ロータリークラブ

78.26％

（出席者 36 名

欠席者 11 名

前々回修正出席率

93.61％

出席免除者 3 名）

◆武田正敏

バンザイ」です。

パスト会長

本日は米山奨学会事業について、卓話の時間に
説明会を行います。今回はよりご理解をいただく
ため、パネルディスカッション方式をとりました。
初めての試みで戸惑っていますがよろしくお願
い致します。関係者の方々ありがとうございまし
た。

◆谷口宏樹

パスト会長

創立２０周年ではみなさんにご協力いただき
ありがとうございました。
感謝の気持ちを込めてスマイルさせて頂きま
す。
◆今川忠夫

パスト会長

●プログラム
＜パネルディスカッション＞
「米山について」
パネリスト：武田正敏

本日のプログラム「米山について」皆様の前に
出させていただきますが、どうぞよろしくお願い
します。
◆東森由倫

米山奨学会委員長

岩永光司

副会長

今川忠男

パスト会長

下宮典子

会員

会員

２０周年の祝宴では所用により欠席してしま
い大変申し訳ございませんでした。
皆様のご協力のもと無事、祝宴を開催すること
ができました。心より感謝申し上げます。誠にあ
りがとうございました。
◆下宮典子

会員

今日は米山記念奨学会のパネラーとしてご指
名戴き光栄に存じます。頑張って成し遂げるよう
に致します。よろしくお願いします。スマイルし
ます。
◆坂本真実

会員

９月に赤坂ロータリーに入会させて頂いて 2
ヶ月が経とうとしていますが、同じ赤坂ロータリ
ーのメンバーの中から新たにお客様として 3 名
の方にご来店いただきました。
このようなご縁を頂けて心より感謝しており
ます。感謝の気持ちを込めてスマイルさせていた
だきます。
◆江草國之

会員

備後圏・啓発・講演が、備後・新市中央中学校・
東城自治振興区で、盛会裏に終了しました。小田
琢三顕彰碑・銅板に眞田惣行創立会長と徳永雅俊
パストガバナー補佐のお名前を賜っていて深謝
に堪えません。
◆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。
◆池上

創

会員

仕事の都合で早退させて頂きます。
◆瀬川貴夫

会員

本日は所用の為欠席させていただきます。大変
申し訳ございません。スマイルします。

※

次回例会
10 月 30 日(日)

広島地区大会へ例会変更

7 時 00 分一心ビル

集合出発

11 月 7 日(月)12:30～
会員卓話

岡田員宗会員

