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会長

の方へご挨拶に伺いましたら、奥様も同席してく
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Rotary Serving Humanity

ださり、その奥様の強い後押しも頂き本日の入会

東部こども家庭センター

法務専門

に至りました。これからロータリー活動に積極的

員

様

にご参加いただき、ロータリーの中で多くの友人

弁護士

木曽久美子

●入会式

下宮鉄雄さん

●プログラム

ゲスト卓話

太陽光発電

弁護士

木曽久美子様

「広島県の児童相談所の概要につい
て」

を作ってください。私でできるサポートは喜んで
させていただきたいと思っております。
さて先月は行事が続きました。４月７日の花見
家族例会には多くの会員、ご家族にご参加いただ
き、その中で先ほども申しました久保さんの入会

●会長の時間

式を行いました。懇親会の中ではカーリングなら
ぬそれに似たカローリング大会を企画していただ
き皆で盛り上がりました。企画から当日の運営ま
で頓行委員長を始め親睦活動委員会の皆様、本当
にありがとうございました。
４月２１日にはグランドプリンスホテル広島に
於いて、東京赤坂ロータリークラブとの姉妹縁組
５周年記念合同例会を行いました。田村会長を始
めとする東京赤坂ロータリークラブがメンバーご
家族で１９名参加、福山赤坂ロータリークラブか
ら２１名のメンバーが参加し、合計４０名での会
となりました。広島での開催ににもかかわらずご

皆さん、こんにちは。ゴールデンウィークは比

参加下さった皆様、本当にありがとうございまし

較的お天気にも恵まれ、皆様良い連休をお過ごし

た。昼の観光には我がクラブから６名が同行して

になったことと思います。今年は暑くなるのが早

くださいました。祝宴では司会の頓行委員長、設

いようですが、クラブでは昨年同様に５月から１

営では清水委員長、大変お世話になりました。互

０月末までをクールビズ期間といたしますのでよ

いに酒を酌み交わし、ロータリーの事やプライベ

ろしくお願いいたします。

ートのことなど楽しく語り合い、親睦を深めるこ

まずは先ほど入会式を執り行いましたが、下宮

とができました。まさに創立会長がよく言われる

鉄雄さん、ご入会誠におめでとうございます。先

「美しい時間」を過ごすことができました。当日

月の久保さんに続き、今年度４人目の入会となり

の様子と調印式当時の尾関会長のメッセージを回

ます。その久保さんの入会式があった花見家族例

覧しておりますのでどうぞご覧ください。５年後

会で、下宮典子さんに息子さんの社長にも入会い

は皆で東京へ行きたいと思います。

ただき親子会員になってはどうでしょうかとお話

さて、本日のプログラムは「青少年奉仕月間」

ししたところ、前向きに検討くださり、後日会社

にちなみ、弁護士の木曽久美子先生に「広島県の

児童相談所の概要について」と題し卓話をいただ

府中 RC

《休

きます。コーディネートしてくださった青少年奉
仕委員会

会》

日時：５月２８日（月）

馬場委員長ありがとうございます。こ

理由：定款第８条第１節

の後の卓話を楽しみにしております。木曽先生、
どうぞよろしくお願い致します。
最後に５月１３日、地区研修協議会が予定され
ており、橋本会長エレクトを始め参加される委員
長さん方には次回の例会にてその報告をいただく
こととなっ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
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・出席委員会
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会員結婚記念祝

＜配布物＞
・米山学友会会報
・草戸千軒ミュージアムカレンダー
・卓話資料
・2017‑18 年度Ｇ10/11

＜回

ＩＭ

ＤＶＤ

覧＞

・東京赤坂ＲＣ姉妹縁組時週報

4/21 週報

・4/21 東京赤坂ＲＣパスト会長メッセージ
・財団室ニュース

神原一省

Ｓ40.5.2

眞田奈津基

Ｈ6.5.14

山本秀樹

Ｈ10.5.29

馬場正人

Ｈ26.5.4

佐木学

Ｓ55.5.5

杉元一昌太

Ｈ19.5.20

＜例会変更・休会のお知らせ＞

福山西 RC

◆岩永光司

日時：5 月 22 日（火）⇒5 月 20 日（日）AM11：00

会長

ゲストの弁護士

木曽久美子先生、本日はお忙

〜

しいところお越し下さりありがとうございます。

場所：福山中央公園

この後の卓話、楽しみにしております。よろしく

理由：チャリティー例会の為

お願い致します。
下宮鉄雄さん、ご入会おめでとうございます。
これから共に活動していける事を大変嬉しく思い

松永ＲＣ
日時：５月７日（月）→５月８日（火）１９：０

ます。今後の活躍を期待しております。
先月行われました花見家族例会、そして東京赤

０〜
場所：福山ニューキャッスルホテル
理由：鞆の浦 RC・松永 RC 合同例会

坂ＲＣとの姉妹縁組 5 周年記念合同例会には多く
のメンバーにご参加頂き、大変有意義な会となり
ました。ありがとうございました。

日時：５月２１日（月）１２：３０〜
場所：福山大学
理由： 職場例会

薬学部

◆橋本慎吾

副会長

本日のプログラム

木曽弁護士様の卓話、どう

ぞよろしくお願い致します。

◆佐木

学

会員

下宮鉄雄さんがご

私達と同じ日、5 月 5 日に次男が挙式をしまし

入会されます。みなさんでさらに赤坂ＲＣを盛り

た。長女、長男あわせて 3 人の子すべてが独立し

上げましょう。

てくれました。一応親としての務めが出来たかと

また、本日新入会員として

ＳＡＡより思い出させていただきましたが、
「カ

思います。

ローリング大会」優勝させて頂きました。親睦委
員会の皆様ありがとうございました。

◆下宮典子

会員

本日より息子の下宮鉄雄が入会することになり
◆西川和吉

幹事

ました。何かと分からないことばかりですが、私

先日の東京赤坂ＲＣとの合同例会に出席してい

同様、今後とも宜しくお願い致します。

ただいた会員の皆さん、広島までお越しいただき
誠にありがとうございました。
下宮鉄雄さんご入会おめでとうございます。こ
れからよろしくお願いいたします。
木曽久美子様

本日はお越しいただきありがと

うございます。卓話楽しみにしています。

◆頓行一雄

会員

4 月 7 日に行われた、花見家族例会には多くの
メンバー、ご家族にご参加いただきありがとうご
ざいました。当日は、惜しくも花はすでに散って
おり、強風、雨にみまわれ大変ではございました
が、室内でゆったりと過ごしながら、聞きなれな

◆杉原康生

パスト会長

いアトラクションのカローリングで盛り上がるこ

米山学友会会報に寄稿文が掲載されました。田

とが出来まして、嬉しく思っております。担当行

中会員、下宮会員、ティエンさんと一緒に映った

事、最後ではございましたが、委員会メンバーの

写真も掲載されました。

皆様のご協力で何とか終えることができました。
ありがとうございました。

◆今川忠男

パスト会長

先日 5 月 2 日に私が手掛けたこども園が、広島
ホームテレビに取り上げていただきました。テレ

◆山内

透

会員

当社 2 施設目、小規模保育

三原駅前ドレミ園

ビ局の編集の力をお借りして、素敵な放送ができ

を 4 月 2 日（月）に開園させて頂きました。施工

ましたことに感謝いたします。

頂いた関西住建

原隆之社長様、ありがとうござ

いました。
◆原

隆之

会員

下宮鉄雄さん

ロータリー入会おめでとうござ

います。これからロータリーの仲間として共に活

◆瀬川貴夫

会員

所用の為欠席致します。申し訳ございません。

躍して下さい。
◆佐々木翔陽
◆森原久美子

会員

4 月の花見例会ではカローリングで見事優勝す

会員

祖母の葬儀の際には、多くの皆様に足を運んで
いただき大変感謝しております。

ることができました。これも橋本副会長、吉元さ
んとの素晴らしいチームワークがあったからだと
思います。ありがとうございました。
◆馬場正人

会員

本日、木曽久美子先生にご無理を言って卓話を
お願いしました。木曽先生、よろしくお願いしま
す。

●プログラム
＜ゲスト卓話

弁護士

木曽久美子様「広島県の

児童相談所の概要について」＞

※

次回例会
5 月 15 日（火）12 時 30 分〜
地区研修・協議会報告

