福山赤坂ロータリークラブ週報
会 長 岩永光司
幹 事 西川和吉
会 計 武田正敏

●点

鐘

●ソング
●ゲスト

●ビジター

副会長 橋本慎吾
副幹事 山本秀樹
ＳＡＡ 清水朗弘

岩永光司

TEL(084)920-4141 FAX(084)920-4140

Rotary Serving Humanity

2017-18 国際 RI 会長
イアン・ライズリー氏

E-mail fa-rc@aurora.ocn.ne.jp

会長

グが福山ニューキャッスルホテルで開催されまし

[手に手つないで］[四つのテスト]

た。貴重な休日にもかかわらず、多くのメンバー

ＲＩ2710 地区Ｇ11 ガバナー補佐

にご参加いただきました。本当にありがとうござ

瀬来和男

いました。欠席の方もいらっしゃいましたので、

様

福山南ロータリークラブＩＭ実行委

当日の振り返りを少しさせていただきます。今回

員長

のＩＭは福山東ロータリークラブと福山南ロータ

橋本賢三

様

株式会社ハシモト
代表取締役社長

● プログラム

例会場 / 事務局 福山市赤坂町赤坂 1276 一心ビル 3F

リークラブが当番クラブで行われ、
「連携して地域
橋本光正様

にできること」をテーマに本会議と懇親会が行わ

米山奨学生卓話「現在のベトナムに
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部は枝広直幹福山市長の基調講演、第２部はＧ１
０・１１合同植樹事業の報告と１１クラブの活動

●会長の時間

報告が映像で紹介されました。第３部は米山記念
奨学生、青少年交換受入学生、ローターアクト、
インターアクトクラブの方々より近況報告があり
ました。米山奨学生のテイエンさんがこの日は大
学受験で欠席されたため、杉原カウンセラーから
報告していただきました。杉原さん、ありがとう
ございました。
その中で第１部の枝広市長の基調講演は、福山
の現状や今後の政策、ビジョンについてスライド
を使って大変分かりやすく、そして活力を感じる
お話でした。福山の人口減少が全体の話のベース
になっていると感じました。そのため福山の魅力
づくり、住み良いまちづくりを進めていく。その
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０代の女性の人口流出が顕著であり、Ｕターン就

手芸用品の製造、卸売り業を営んでおられます。

職の強化やネウボラ活用を強化していくこと。中

我がクラブに興味を持っていただきまして本日ご

国地方最大のコンサートホールのリーデンローズ

参加いただいております。我々と共に活動できる

や新総合体育館などの地域資源を活用し、芸術・

日を心待ちにしております。橋本さん、今日はど

文化・スポーツの拠点性を高める。ＡＩやＩＯＴ

うぞ楽しんでいってください。

といった先進技術を創造、活用できる人材育成に

先週２月１８日に国際ロータリー第２７１０地

取り組む。といった具体的なお話がありました。

区Ｇ１０・１１合同インターシティーミーティン

そしてこれまでの「協働」のまちづくりから「共

創」のまちづくりに変えていく決意を述べられま

日時：2018 年 3 月 21 日(水)

した。

理由：法定休日（春分の日）

今の予定では、２０２０−２１年度のＩＭを我
がクラブは福山丸の内ロータリークラブさんと担
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当することになっております。それまでにあと２

【変更】

回のＩＭがありますので、また皆さんで研究して

日時：２月１５日（月）→２月１３日（土）

参りましょう。

１３：３０

本日のプログラムは米山記念奨学生のティエン
さんに卓話をしていただきます。一昨日２月２５

場所：

福山ニューキャッスルホテル

理由：Ｇ−１０・１１合同ＩＭ参加のため

日、広島で米山奨学生の歓送会があり、杉原カウ
ンセラーと福山ＹＭＣＡの先生にもご一緒してい

日時：３月２８日（月）→２７日（日）７：００

ただきました。1 年間、福山で日本語や日本の文化

〜

を学んでいただいたことが、これからのティエン

場所：さくら公園・藤棚周辺

さんの人生にとても有意義なものとなることでし

理由：清掃奉仕のため

ょう。この後の卓話を楽しみにしておりますので
どうぞよろしくお願いいたします。
以上で会長の時間を終わります。本日も最後ま

【休会】
日時：３月２１日（月）

でどうぞよろしくお願いいたします。

理由：法定休日（春分の日）のため

●幹事報告

＜配布物＞
・４月７日花見親睦例会のご案内

＜例会変更＞
福山南 RC

＜回

【変更】
日時：3 月 8 日(木)

→

同日

18：30〜

場所：

福山ニューキャッスルホテル

理由：

福山丸之内ロータリークラブとの
合同夜間職業奉仕例会の為

【休会】

・４月７日花見親睦例会の出欠表
・米山特別寄付のお願い
・ハイライトよねやま

定款第 8 条第 1 節

・2017 年ライラ報告書

本日出席率

96.00％

（出席者 48 名
鞆の浦 RC

欠席者 10 名

前々回修正出席率

【変更】
日時：3 月 27 日(火)

→

同日 11：30〜13：30

場所：鞆の浦ロータリークラブ事務所
理由：100 万ドル例会

●委員会報告
・出席委員会
・親睦活動委員長

福山東 RC
【変更】
日時：3 月 14 日(水)→3 月 18 日(日)9：30〜
場所：福山市新市スポーツセンター
理由：ジュニア卓球教室開催のため
【休会】

1 月号

●出席報告

日時：3 月 22 日(木)
理由：

覧＞

・米山奨学会委員長
・Ｒ財団委員長

なし％

）

●スマイル BOX

リーで今川の建築展を開催しております。お時間
ありましたら是非お越しください。

会員入会記念祝

◆杉原康生

パスト会長

ティエンさん卓話よろしくお願いします。
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会員

本日は所用により早退させて頂きます。申し訳
東森由倫
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橋本慎吾

Ｈ26.2.17

ございません。
◆清水朗弘

会員

一人娘が念願だった多摩美術大学に合格するこ
とができました。これでようやく肩の荷が下りま
◆岩永光司

したが、それと同時に 4 月から始まる夫婦二人で

会長

（株）ハシモト

橋本光正様、ようこそお越しく

ださいました。どうぞ楽しんでいって下さい。
先日の国際ロータリー第 2710 地区 G10.11 合同
IM には多くのメンバーにご参加頂きありがとう

の生活に新たな不安を感じています。人生の先輩
方のご指導ご鞭撻のほどお願い申し上げます。
●プログラム

ございました。

＜米山奨学生卓話

枝広市長の講演は大変勉強になりました。

ンさん「現在のベトナムについて」＞

本日の卓話、米山奨学生のティエンさん、楽し
みにしています。どうぞよろしくお願い致します。
◆橋本慎吾

副会長

先日の IM に多くの会員のみなさまにご出席を
いただきありがとうございました。
また、本日はビジターとして橋本社長にお越し
いただきありがとうございます。ぜひともご一緒
にロータリー活動を楽しみましょう。
そして、本日のプログラム、ティエンさんの卓
話楽しみにしています。よろしくお願いします
◆西川和吉

幹事

先日の IM に参加していただいた会員のみなさ
ん、誠にありがとうございました。
本日の卓話、ティエンさんよろしくお願いしま
す。
◆武田正敏

パスト会長

長い間の欠席、ご迷惑おかけ致しました。
◆今川忠男

パスト会長

只今、まなびの館ローズコム 1F 図書館内ギャラ
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次回例会
2018 年 3 月 6 日(火)12 時 30 分〜
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