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●点 鐘  橋本慎吾 会長 

●ソング  [それでこそロータリー] 

●プログラム  会員卓話 下宮鉄雄 会員 

 

●会長の時間 

 

皆さん、こんにちは 

めっきり秋らしくなってきましたが、風邪など

はひかれてないでしょうか。すでに風邪気味と仰

っている方もいらっしゃいますが、非常に寒暖差

が激しくなっておりますので、皆さん体調管理に

は十分にご注意を願いたいと思います。 

さて、先週の観月夜間例会にご参加いただいた

皆さまには、あらためて感謝申し上げます。本年

度は、吉元親睦活動委員長の卓越した企画力と行

動力によって、会員の皆さまの親睦が深められて

いるように感じております。月夜の下での餅つき、

私も何年かぶりに餅をついて懐かしくも感じ、皆

さんとともによい時間を過ごさせていただきまし

た。皆さんと食べた餅の味は、一生忘れられない

なと思っております。また、料理に関しましては、

熊田副委員長を中心としまして、非常に心のこも

った配慮のある料理の内容でした。そういったと

ころにも委員会の特徴が表れているように感じて

おります。また、バニー姿という格好で、恥を忍

んで出ていただきました皆さまには、頭が下がる

思いで我々も楽しませていただきました。親睦活

動委員会の皆さま、本当にありがとうございまし

た。残念ながらご参加いただけなかった方は、広

報雑誌等委員会によって、その模様をホームペー

ジ上に丁寧にまとめられていますので、目を通し

ていただけたらありがたいなと思います。 

次に、今月の第一週目の例会が台風の影響で延

期しましたので、今日が今月初めての通常例会と

なります。そこで、9 月に関しましてのお話をさせ

ていただきますが、9 月は基本的教育と識字率の向

上月間となっていることを、ご認識いただきたい

と思います。識字率というのは、日本ではあまり

ないのですが、世界的には、まだまだ遅れている

国がたくさんあるということも、ご認識をいただ

きたいと思います。そいったなかで、福山赤坂ロ

ータリークラブでは、善行児童生徒表彰という行

事がございまして、今年は 11 月 13 日に開催をさ

れます。現在、松浦青少年奉仕委員長とともに、

事前活動として各学校を回らせていただいていま

す。学校長とお話をさせていただくと、この善行

児童生徒表彰が、学校の生徒教育に役立っている

と伺います。特には、人前で話すことの訓練や礼

儀作法を含めた教育ができている。そして、生徒

指導の意識向上に、職員みんなが取り組めている

ということで、感謝の弁もいただいております。

今年は、第 10 回目という節目の開催になりますの

で、そのことも含めて、松浦委員長を中心に企画

立案をしていただいております。 

続きまして、9 月 24 日の祝日に天野杯ロータリ

ー親睦野球大会がございます。今年は、ディフェ

ンディングチャンピオンとして大会に臨みます。2

連覇を目標に掲げる徳永監督、石井キャプテンの

下、選手の皆さんには頑張っていただきたいと思

います。実は過去に２連覇したチームはあるそう
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ですが、3 連覇したチームはないとのことです。前

人未到の３連覇に向けて、まず今年は 2 連覇を目

指して頑張っていただきたいと思いますし、私も

選手としても頑張りたいと思います。参加は今か

らでも遅くありません。試合に限らず、応援や懇

親会の場だけでも結構なので、ご参加いただけれ

ば幸いでございます。 

もう一点、次回例会の創立記念例会のことにつ

いてお話を少しだけさせてください。ご案内して

おりますように、今年は夜間例会として、18 時か

ら「いけの」さんで開催いたします。現在 23 名の

方に、ご出席とのご回答をいただいておりますが、

まだご回答いただいてない方は、早めのご回答を

お願いいたします。当日は、チャーターメンバー

を囲んでの懇話会という形式で、創立時のお話や

赤坂ロータリーらしさについて、またロータリー

の魅力等、各テーブルに分れてのディスカッショ

ンをやっていきたいと考えておりますので、積極

的なご参加をお願いいたします。 

最後になりますが、本日のプログラムは下宮会

員の卓話でございます。例会延期があり大変お待

たせをいたしました。下宮さんの今までの思い、

また今後のロータリー活動についての思いを聞か

せていただけることを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。 

以上で会長の時間を終わります。本日も最後ま

でよろしくお願いします。ありがとうございまし

た。 

 

●幹事報告 

＜例会変更・休会のお知らせ＞ 

福山丸之内 RC 

≪変更≫ 

10 月 1 日(月) ⇒ 同日 19：00～21：40 

理由：ガバナー公式訪問・クラブフォーラムの為 

場所：福山ニューキャッスルホテル 

≪休会≫ 

◇日時：10 月 8 日(月) 

理由：法定休日（体育の日）の為 

≪変更≫ 

10 月 22 日(月) ⇒ 10 月 21 日(日) 9：50～18：00 

理由：地区大会本会議・懇親会出席の為 

場所：尾道市びんご運動公園 

福山北 RC 

≪休会≫ 

◇日時：9 月 21 日(金) 

理由：定款第 8 条第 1 節 

松永 RC 

≪変更≫ 

9 月 17 日(月) ⇒ 9 月 16 日(日) 

理由：ゲタリンピック参加の為 

場所：松永駅周辺 

≪休会≫ 

◇日時：9 月 24 日(月) 

理由：法定休日（振替・秋分の日）の為 

◇日時：10 月 8 日(月) 

理由：法定休日（体育の日）の為 

≪変更≫ 

10 月 22 日(月) ⇒ 10 月 21 日(日) 

理由：地区大会参加の為 

場所：びんご運動公園 

福山 RC 

≪変更≫ 

10 月 1 日(月) ⇒ 同日 18：00～ 

理由：観月夜間例会の為 

場所：まごころ料理 ふな家 

≪休会≫ 

◇日時：10 月 8 日(月) 

理由：法定休日（体育の日）の為 

≪休会≫ 

◇日時：10 月 22 日(月) 

理由：定款第 8 条第 1 節 

福山西 RC 

≪変更≫ 

10 月 23 日(火) ⇒ 10 月 21 日(日) 

理由：地区大会参加の為 

場所：びんご運動公園 

≪休会≫ 

◇日時：10 月 30 日(火) 

理由：クラブ細則第 5 条第 2 節により休会 

鞆の浦 RC 

≪休会≫ 

◇日時：10 月 9 日(火) 

理由：定款第 8 条第 1 節 

≪変更≫ 

10 月 23 日(火) ⇒ 10 月 21 日(日)9：50～ 



理由：地区大会参加の為 

場所：びんご運動公園 

＜配布物＞ 

・卓話資料 

・ロータリーの友及びガバナー月信 9 月号 

・創立記念例会のご案内 

・9/24 天野杯ロータリー親善野球大会のご案内 

＜回 覧＞ 

・ハイライト米山 

・11/3 G10/11 合同親睦ゴルフ大会出欠表 

 

●出席報告 

本日出席率 73.46％ 

（出席者36名 欠席者17名 出席免除者5名） 

前々回修正出席率 修正なし 

 

●委員会報告 

・広報雑誌等委員会 

ロータリーの友紹介 

・親睦委員会 

観月夜間例会のお礼 

 

・9/24 天野杯ロータリー親睦野球大会の案内 

 

●スマイル BOX 

＜義務スマイル＞ 

会員創業創立記念祝 

吉池 覚さん 

  ㈱三原給食センター  S44.9.11 

石井宏和さん 

  ㈱サードプレイス    Ｈ12.9.13 

桑田真由美さん 

  曙工芸㈱            S47.9.1 

平井啓博さん 

㈱ヨシテック         H9.9.1 

吉元友浩さん 

吉元建設㈱           S45.9.1 

＜申告スマイル＞ 

◆橋本慎吾 会長 

 先週の観月夜間例会に、ご参加いただき誠にあ

りがとうございました。吉元委員長をはじめとす

る、親睦活動委員会の皆様、大変ありがとうござ

いました。先週、初孫が誕生しました。おじいち

ゃんの仲間入りとなりますので、先輩方、宜しく

お願い致します。本日の会員卓話、下宮会員、宜

しくお願い致します。 

 

◆西川和吉 副会長 

 本日のプログラムの会員卓話、下宮会員、宜し

くお願い致します。楽しみにしております。 

 

◆原 隆之 幹事 

 本日の久保会員による会員卓話「赤坂ロータリ

ークラブへの道」を楽しみにしております。宜し

くお願い致します。又、9 月 11 日の観月夜間例

会では、親睦委員会 委員長をはじめ、委員会の

方々が趣向を凝らし、餅つき大会で楽しく場を盛

り上げて頂き、藤原名誉会員におかれましては、

お月見に関する卓話をありがとうございました。 

 

◆麦谷 恒雄 パスト会長 

 森原会員には、大変お世話になっております。

おかげさまで、年末年始に旅行することができま

す。ありがとうございます。 

 

◆吉元 友浩 会員 

 先日の観月夜間例会の懇親会では、大変多くの

方にご参加くださいましてありがとうございま

した。お月様とウサギを結び付けての、餅つき大

会では多くの方に餅をついて頂きました。重ねて

ありがとうございました。 

 

◆佐木 学 会員 

 9 月 1 日に、次男夫婦に長男が誕生しました。

私と家内にとって 7 人目の孫です。すくすくと

育ってくれることを願っております。 

 

◆佐々木 翔陽 会員 

 先般の、吉池さん、佐渡さんを祝う会に、私た

ち夫婦まで加えて頂き、誠にありがとうございま



した。帰りの車中「これで別れたら、相当気まず

いな・・・」と話しながら帰宅しました（笑）。

これから夫婦二人で協力し合い頑張ってまいり

ます。お声がけくださいました、橋本会長、原幹

事、ありがとうございました。 

 

◆下宮 鉄雄 会員 

 本日、会員卓話をさせて頂きます。宜しくお願

い申し上げます。 

◆佐藤 貢 パスト会長 

 所用の為、欠席させていただきます。 

 

◆眞田 奈津基 パスト会長 

 本日は海外出張の為、欠席いたします。 

 

◆田中 ひとみ 会員 

 欠席となり申し訳ございません。梅西さん、渡

辺さん、宜しくお願い致します。 

 

◆馬場 正人 会員 

 所用の為、欠席させて頂きます。 

 

◆清水 朗弘 会員 

 所用の為、欠席致します。休みがちになってお

り申し訳ございません。 

 

●プログラム 

＜会員卓話＞ 

下宮鉄雄 会員 

テーマ『赤坂ロータリーへの道』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 次回例会案内 

2018 年 10 月 2 日(火) 18 時 00 分～ 

創立記念例会 

場所：いけの（福山市昭和町 3-26） 

 


