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会長

佐木会員には大変お世話になりました。ありがと
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うございます。
続きまして、先日 1 月 21 日（日）に行われまし

●ゲスト

三原市長

●プログラム

ゲスト卓話「三原城築城 450 年事業

た第 2710 地区グループ 10・ 11 合同植樹事業に、

の成果と今後の展望

社会奉仕委員会佐渡委員長、西川幹事とともに参
加して参りましたのでご報告いたします。福山グ

●会長の時間

リーンライン沿いにあるファミリーパークキャン
プ場に、ユキヤナギの苗木を植樹しました。これ
は福山市に寄贈され、今後の管理は「NPO 法人グ
リーンラインを愛する会」が行っていただけるこ
ととなっております。イアン・ライズリーRI 会長
が環境保全、地球温暖化防止のための植樹を推進
していることを受けての今回の事業となりました。
4 月には花をつけるそうですので、皆様も是非見
に行っていただければと思います。
さて、今月は職業奉仕月間です。職業奉仕はロ
ータリーの基本となるもので、皆様もご承知の通
り、ロータリーの誕生は 20 世紀の初めシカゴは著
しい社会経済の発展の陰で商業道徳の欠如が目に

皆さん、こんにちは。本日は職場例会というこ

付くようになり、その風潮に耐え兼ねたポールハ

とで、こちらの関西住建様におきまして、三原市

リスが友人 3 人と、お互い信頼のできる公正な取

長

天満祥典様にお越しいただき卓話を頂戴いた

引をし、仕事上の付き合いがそのまま親友関係に

します。天満市長におかれましては、大変お忙し

まで発展するような仲間を増やしたい、という思

い中このたびの卓話を快くお引き受け下さり、心

いでロータリークラブを考えました。まさに職業

より感謝申し上げます。私たちクラブには、三原

奉仕がロータリーの原点と言えるのではないでし

在住や三原で仕事をしているメンバーが数多く在

ょうか。また、集会を各自の事務所を持ち回りで

籍しており、毎週の例会や事業がある度に福山ま

順番に開くことから、ロータリーと名付けられま

で足を運んでくださっているわけですが、本日は

した。本日、原会員の職場で例会を行えるという

逆に三原で例会を行い、しかも天満市長の卓話を

事は、ロータリーの原点に帰る思いであります。

拝聴できるということで、改めて三原を知る良い

当時を思い描きながら本日の例会を送っていきた

機会になると思います。天満市長、本日の卓話を

いと思います。

楽しみにしております。どうぞよろしくお願いい
たします。また、開催に向けて関西住建・原会員、
職業奉仕委員会中根委員長、そして眞田創立会長、

以上で会長の時間を終わります。本日も最後ま
でどうぞよろしくお願いいたします。

松永 RC
●幹事報告

日時:２月１２日(月)

＜例会変更＞

法定休日のため休会

日時:２月１９日（月）→２月１８日（日）

福山西 RC

１２：４５〜

日時：2 月 13 日（火） →

2 月 10 日（土）

場所:福山ニューキャッスルホテル

10：00〜

理由: G1０・G１１合同 IM 参加のため

場所：千田鉄工団地
日時:３月１２日（月）→３月１１日（日）

理由：資源回収行事

１１：００〜
場所:西部市民センター

日時： 2 月 20 日（火） →2 月 18 日（日）

理由:「

13：00〜

勝丸恭子のお天気講演会」 開催のため
講演会は１３：３０〜（９０分）

場所:福山ニューキャッスルホテル
福山東 RC

理由：Ｇ10・11 合同ＩＭ参加の為

日時：2018 年 2 月 21 日(水)→2 月 18 日(日)

福山丸之内 RC

場所：福山ニューキャッスルホテル

日時：２月１２日（月）

理由：G10・11 合同 IM 開催のため

法定休日（建国記念の日の振替休日）の為休会

＜配布物＞
・卓話資料

日時：２月１９日（月） → ２月１８日（日）
＜回
12：30 〜

・米山特別寄付のお願い
・財団室ニュース１月号

理由：G10・11 合同 IM 参加の為変更

・ハイライトよねやま

場所：福山ニューキャッスルホテル

●出席報告

福山北 RC
日時: 2 月 16 日(金)

覧＞

→

18 日(日)

13：00

〜

本日出席率

78.00％

場所:福山ニューキャッスルホテル

（出席者 39 名

欠席者 11 名

理由:G10・Ｇ11 合同ＩＭ参加のため

前々回修正出席率

府中 RC

●委員会報告

日時：２月 19 日(月)→２月 18 日（日）

・出席委員会

場所：福山ニューキャッスルホテル
理由：G10・11 合同 IM 参加のため

・職業奉仕委員会
・米山奨学会委員長

日時：２月 12 日（月）
法定休日（建国記念の日の振替休日）のため休会

なし％

）

●スマイル BOX

を再認識頂ければと思います。また、開催にあた
り多大なご協力を頂いた関西住建のスタッフの方
に感謝しスマイルします。

会員入会記念祝
徳永雅俊

Ｈ15.1.7

岩永光司

Ｈ17.1.8

谷口宏樹

Ｈ18.1.7

石井宏和

Ｈ23.1.11

平井啓博

Ｈ24.1.17

◆清水朗弘

会員

先週の例会で年男の方をご紹介した際に、私の
確認不足があり誤ったご紹介をしてしましました。
今後は徹底した確認を心掛けたいと感じておりま
したが、本日も国旗の固定確認が不十分でした。
申し訳ございません。

●プログラム
◆岩永光司

会長

本日は大変お忙しい中、三原市長

＜ゲスト卓話「三原城築城 450 年事業の成果と今
天満祥典様

に快く卓話を引き受けていただきありがとうござ
います。三原についてのお話、楽しみにしており
ます。どうぞよろしくお願い致します。
1 月 21 日 G10.11 合同植樹事業では、社会奉仕
委員会の佐渡委員長にお世話になりました。あり
がとうございました。
◆橋本慎吾

副会長

本日のゲスト『天満市長』卓話を何卒宜しくお
願い致します。
又、会場をご提供いただいた原さん、ありがとう
ございます。
◆西川和吉

幹事

天満三原市長、ご来席いただきありがとうござ
います。卓話楽しみにしております。
又、関西住建のスタッフの皆さん、例会会場を提
供していただきありがとうございます。
◆原隆之

会員

福山赤坂ロータリーの職場例会に天満市長にお
越しいただき卓話をしていただきます。ありがと
うございます。又、会員の皆様に関西住建まで足
を運んで頂きありがとうございます。
◆中根基博

会員

職場例会に遠路ご参加いただきありがとうござ
いました。天満市長の卓話により、三原市の良さ

後の展望」＞

※

次回例会

休会

次々回例会
2018 年 2 月 6 日(火)12:30〜
ゲスト卓話
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様

