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気になる人や命を落とす人が後を絶ちません。未
来を担うはずの子供たちは、水汲みなどの労働に
よって学校に通えず、辛い境遇を強いられていま

橋本慎吾会長エレクト

「ＰＥＴＳ報告」

す。また、３月１９日ブラジルで開かれた「第８
回世界水フォーラム」で皇太子さまが基調講演を
され、水災害や干ばつ、地域の不安定化によって

●会長の時間

最も大きく影響を受けるのは女性や子ども、お年
寄り、ハンディキャップのある人たちなどの社会
的に弱い立場にある人々であり、国際社会の結束
の必要性に触れられ、
「２１世紀は水の世紀である
と言われていますが、その言葉が１つ進み、２１
世紀は水による繁栄、平和そして幸福の世紀であ
ったと後世の人々に呼ばれることとなるよう願っ
ています」と述べられました。
そのためロータリーでは、各地で井戸を掘った
り衛生設備を提供し、さらに衛生や伝染病予防に
関する教育を行うことでコミュニティー全体の生
活を改善し、子供の通学率を高めています。これ

皆さん、こんにちは。本日はビジターとして、
株式会社日光産業
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までにロータリーの活動によって安全な水が利用

久保廣美様にお

できるようになった人は２３００万人にもなり、

越しいただいております。久保様は三原で建設土

２０３０年を目標に安全な水と衛生設備を全ての

木業、運送業を営んでおられます。眞田創立会長

人が利用できるよう取り組んでいます。ロータリ

にご推薦をいただき、予定では４月７日の花見家

ーの友やホームページでは具体的な事例が紹介さ

族例会におきまして久保さんの入会式を執り行い

れていますので是非ご覧いただき理解を深めてい

と思っておりますのでよろしくお願いいたします。

ただければと思います。

まず初めに理事会報告をいたします。本日１１

本日のプログラムはＰＥＴＳ報告です。３月１

時３０分より事務局におきまして理事会を開催し、

８日、橋本会長エレクトにＰＥＴＳ（会長エレク

予算実行状況、５月までのプログラムが承認され

ト研修セミナー）に参加していただきましたので

ました。また、坂本会員から休会届けが出ており

その報告をしていただきます。橋本会長エレクト、

承認されました。

どうぞよろしくお願いいたします。また次回の例

さて今月は「水と衛生月間」です。きれいな水

会は４月７日、花見家族例会となっております。

と衛生設備の利用は全ての人が持つべき権利であ

今年は桜の開花が早まっており当日まで花がもつ

り、私たちは普段、何の心配もなく水を利用して

か心配ですが、多くの会員とご家族の皆様とお会

いするの楽しみにしております。
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。

日時：４月 16 日(月)

→

同日 12：30〜13：30

場所：例会場
理由：100 万ドル例会のため
【休会】

●幹事報告

日時：４月 30 日（月）
理由：法定休日（昭和の日）のため

福山丸之内 RC
【変更】

松永 RC

日時：４月９日（月）→４月８日（日）10：00 〜

【変更】

理由：里親支援事業（ボウリング大会）の為

日時：4 月 2 日（月）→4 月 2 日（日）7：00〜

場所：福山パークレーン

場所：さくら公園・藤棚周辺
理由：清掃奉仕

日時：4 月 16 日（月）→ 4 月 14（土）15 日（日）
理由：米山梅吉記念館訪問家族旅行の為

日時：4 月 16 日（月）→4 月 15 日（日）8：30〜

場所：米山梅吉記念館

場所：世羅甲山ふれあいの里
理由：春の家族会

【休会】
日時：４月３０日（月）

【休会】

理由：定款第８条第１節

日時：４月９日（月）
理由： 定款第 8 条第 1 節により

福山 RC
日時：４月３０日（月）

【変更】
日時：４月２日(月)

→

同日 18：00〜変更

理由：法定休日（振替休日）

理由：花見夜間例会のため
場所：まごころ料理

福山南 RC

ふな家

【変更】
【休会】

日時：4 月 12 日(木)

日時：４月３０日(月)

→

休会

理由：法定休日（昭和の日の振替休日）

(日)

→

4 月 14 日(土)〜15 日

1泊2日

場所：神戸市内
理由：春の親睦旅行

鞆の浦 RC
【休会】

【変更】
日時：4 月 3 日(火)
場所：明円寺

→

境内

同日 18：30〜

日時：4 月 19 日(木)
理由：定款第 8 条第 1 節

理由：花見夜間例会
＜配布物＞
府中 RC

・次年度理事・役員・委員長懇親会のご案内

【変更】

・2018‑19 年度ＲＩ会長テーマと地区運営方針

日時：４月９日(月)
場所：㈱ますや

＜回

覧＞

理由：花見例会のため

・広島弁護士会からのお知らせ
・４月２１日東京赤坂ＲＣ姉妹縁組記念合同例会の
出欠表

・米山梅吉記念館

ました。例会を楽しんでください。

館報

会員卓話、橋本会員

よろしくお願いします。

●出席報告
本日出席率

◆眞田惣行

98.00％

（出席者 49 名

欠席者 1 名

前々回修正出席率

パスト会長

今日は赤坂町のグランドゴルフ大会に早朝より

）

行ってきました。一心グループの会長杯という事

なし％

で、桜のツボミの元で開始式を終えました。

●委員会報告

知人の久保君に見学例会に来ていただきました。

・出席委員会

皆さん宜しくお願い致します。

・親睦委員会

◆田中ひとみ

会員

本日のビジター久保廣美様は新入会員のご予定

●スマイル BOX

で、私もスポンサーとなっております。女性会員
がこれでまた 1 人増えたと思っておりました。皆
様も思われていたと聞きました。男性ではありま

会員入会記念祝

すがよろしくお願いします。そして失礼いたしま

森原久美子

Ｈ22.3.16

村井祐介

Ｈ25.3.26

清水朗弘

Ｈ27.3.2

した。
◆馬場正人

会員

3 月 17 日（土）松永カントリークラブにて、岩
永会長杯ゴルフコンペが開催されました。天気に
恵まれ、皆さんに気持ちよくプレーしていただけ
たと思います。次回も、皆さま、ぜひご参加下さ

◆岩永光司

会長

株式会社日光産業

い。
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久保廣美様

ようこそお越しくださいました。4 月から共に活
動できることを楽しみにしております。今日はど
うぞ楽しんでいって下さい。
3 月 17 日、ゴルフ同好会ゴルフコンペに参加さ
せて頂きました。全く上達しませんが、次回も参

◆山内

透

会員

3 月 20 日に 46 回目の結婚記念日を 2 人で祝い
ました。今後、高純度ヒアルロン酸で過年劣化を
阻止していくことを話しました。今後ともよろし
くお願いします。

加したいと思います。馬場さん、お世話役ありが
とうございました。
本日のプログラムはＰＥＴＳ報告となっており

◆麦谷

恒雄

パスト会長

所用のため早退します。

ます。橋本会長エレクト、どうぞよろしくお願い
致します。

◆平井啓博

会員

本日は例会欠席申し訳ありません。
◆橋本慎吾

副会長

先般の岩永会長杯ゴルフコンペで、同伴者の皆

入会予定者久保廣美さん、ようこそ例会にお越

様に恵まれて優勝させて頂きました。同好会の馬

しくださいました。楽しんでお過ごしください。

場幹事、世話役をいつもありがとうございます。

また、本日はＰＥＴＳ報告をさせていただきま
す。よろしくお願いします。
◆西川和吉

幹事

本日のビジター久保様、ようこそお越し下さい

●プログラム
＜会員卓話

橋本慎吾会長エレクト「ＰＥＴＳ報

告」＞

※

次回例会
4 月 7 日（土）12 時〜
ホテルいんのしまにて花見家族例会

