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創立記念例会

Be The Inspiration

2018-19 国際 RI 会長
バリー・ラシン氏

於 いけの

●点 鐘

橋本慎吾

会長

●ソング

[君が代] [奉仕の理想]

ます。ありがとうございました。本年は、通常と

●プログラム

創立記念例会

は違い、夜にこの創立記念例会をさせていただき
たいという思いに関しましては、後ほどの懇話会

●会長の時間

が始まる前に、改めてお話をさせていただいきた
いと思います。
さて、10 月に関しましては、経済と地域社会の
発展、そして米山月間ということでございます。
ちょうどこの 10 月には地区大会が毎年行われて
おります。これも地域の経済の発展に繋がること
と、私も常日頃から感じております。今年は、近
隣の尾道開催となっております。現在、25 名のご
参加をいただくようになっておりますが、今から
でも遅くございませんので、ご参加のほど、よろ

皆さま、こんばんは

しくお願いします。また米山に関しましては、米

本日の創立記念例会を夜の開催とさせていただ

山奨学会委員長の杉原パスト会長に色々とご尽力

き、また記念写真撮影のために定刻（18 時）より

賜りまして、松永ロータリークラブさんが受け入

早めに集まっていただきました。皆さまにご協力

れをされている中国の方に、10 月 16 日に卓話を

いただきましたこと、まずもって御礼を申し上げ

していただく予定になっております。皆さま、ど

うぞよろしくお願いいたします。そして、杉原パ

れでの運営につきまして、ご承認いただきました。

スト会長、誠にありがとうございます。

続きまして 4 点目ですが、11 月 13 日に行う善行

次に、こちらへ優勝カップもございますが、前

児童生徒表彰への推薦者を募っていくにあたり、

回の例会でお話をしました第８回天野杯ロータリ

松浦青少年奉仕委員長と各校の校長さんを回りま

ー親睦野球大会において、見事二連覇を達成する

して、お一人おひとりに善行児童生徒表彰のあり

ことができました。ありがとうございました。実

かたということの趣旨をあらためて説明させてい

は、その前の年は雨でじゃんけん大会となり、そ

ただきました。明後日には、福山市の三好教育長

こで敗退をしましたが、その前の年で優勝してお

へ、本年度 10 回目の節目ということで、福山市と

りますので、実質は三連覇ではないかといった話

も今後共催といったかたちで何かできないか、相

を徳永監督としました。その徳永監督ですが、石

談をさせていただく流れになっております。また

井キャプテンとのバッテリー、このコンビネーシ

理事会では、審査委員会を設けてはどうかという

ョンが見事で、準決勝、そして決勝の大車輪とな

案が出ました。奉仕プロジェクト部門の理事の方

られました。このお二人の活躍で優勝したといっ

を筆頭として審査委員会を設立し、その委員会に

ても過言ではないと思います。また、徳永監督は、

推薦された方を理事会に上程いただく流れとする

ピッチャー、打撃、そして走っても大活躍され、

ことで、理事会のご決議をいただきました。

さらに采配までされたということで、大谷投手に

最後になりますが、本日は創立記念例会でござ

勝るとも劣らぬ三刀流のご活躍でした。本当に老

います。今日お越しのチャーターメンバーの方々

体に鞭を打っていただきましてのご活躍に厚く御

が、22 年前にこのクラブを立ち上げられた時の

礼を申し上げます。おかげさまで、私の会長年度

色々な思い出話も含めて、皆さんと共に懇話会を

で連覇が途切れず、西川年度に引継ぐことができ、

していきたいと思いますので、どうぞご協力をよ

ほっとしています。ホームページには、野球の状

ろしくお願いします。

況、懇親会の模様もアップされております。その

以上で、会長の時間を終わります。今日も一日

なかで、杉原パスト会長、今川パスト会長の活躍

よろしくお願いします。ありがとうございました。

が評価され、表彰されているシーンもご覧いただ
けます。ぜひ、皆さま一度ご覧ください。また、
当日は多くの応援団にお越しいただきました。お
一人おひとりの方にお名前を言いたいのですけど、
御礼を申し上げまして、この優勝を皆さんと共に、
今日は創立記念例会とともにお祝いをしたいと考
えております。
次に、本日行われました 10 月の理事会の報告を
させていただきます。最初にプログラムの件に関

●幹事報告
＜例会変更・休会のお知らせ＞
なし

＜配布物＞
なし

＜回覧＞
なし

しまして、来月の例会行事も色々とございました
けど、講師の方も決定し、年内は、ほぼプログラ

●出席報告

ムが確定し、ご承認もいただきました。2 点目に予
算実行状況に関しましてもご承認をいただきまし

本日出席率

た。続いて 3 点目として地区大会の件に関しまし

（出席者 40 名

て、皆さまへは改めてご案内しますが、今年は近

前々回修正出席率

隣の尾道開催ですので、JR をご利用いただいて尾
道駅集合とし、そこから地区でご用意いただいて

●委員会報告

いるバスを活用し、会場となっておりますびんご
運動公園へ入ります。懇親会までご参加をいただ
いた後、バスで尾道駅まで送迎いただくという流

なし

81.63％
欠席者 14 名
79.59％

出席免除者 5 名）

●プログラム
＜創立記念例会

懇親会＞

『チャーターメンバーを囲む懇話会』
◆会長挨拶

橋本慎吾 会長
一体感をもって皆で共に、チャーターメンバーで
ある眞田創立会長、杉原パスト会長、神原パスト
会長を囲んで、その当時の思い、そしてご苦労話、
また「赤坂らしさ」とはこういうことだというこ
とを、皆さんと共に、この時間、この空間で語り
合いたいと思います。また、チャーターメンバー
の方々には、若い世代に向けての期待とか託す思
いというものを、この場面でお話できたらいいな

改めまして皆さん、こんばんは

という「思い」で今日の会がございます。最後ま

先ほども申し上げましたように、今年度の創立

で、皆さま積極的にコミュニケーションをしてい

記念例会に関しましては、私の「思い」により、

ただいて、この創立記念（10/8）を皆さまと共に

このようなかたちで開催させていただきたいとい

お祝いをし、先ほどの野球のお祝いも話の中で少

う話を、理事会の皆さま、またチャーターメンバ

しでてきたらいいかなと思います。

ーの方々に、快く受け入れてくださいましたこと
に感謝を申し上げます。

今日も一日短い時間ですが、皆さまよろしくお
願いします。

この「思い」を、チャーターメンバーの方々に
ご報告させていただくなかで、立ち上げ当初のお
話や写真を見せていただいて、歴史があって、多
くの先人たちの方々があって、
「いま」があること
を改めて感じました。私は、常日頃から「赤坂ら
しさ」とは何かなと考えるなかで、アットホーム
で家族的なイメージ、そしてみんなが家族のこと
を思いやるというようなイメージのクラブが「赤
坂らしさ」であり、また、それぞれの社業が発展
するように願っているクラブでもある。本当に他
にないようなクラブだと、私は自負をしておりま
す。そういった 22 年という歴史がございますが、
最近の若い入会者、今日も 12 名の入会歴 3 年未満
の会員にお越しいただいておりますけど、人数が
増えるなかで、そういうキャリアの浅いといいま
すか、まだまだロータリークラブも含めて赤坂と
いうものをご存知ない方もいらっしゃるので、ワ
ンウェイではなくて双方向のコミュニケーション
をさせていただきたいという「思い」でございま
す。この後、懇話会に入りましたら、徳永パスト
会長にコーディネートをお願いしまして、会場が

◆乾杯

眞田惣行 創立会長

◆コーディネーター

◆チャーターメンバー
眞田惣行 創立会長

杉原康生 パスト会長

神原一省 パスト会長

徳永雅俊 パスト会長

◆懇話会の様子

◆閉会挨拶

西川和吉 副会長

◆ロータリーソング「手に手をつないで」

※

次回例会
2018 年 10 月 9 日(火)
休会
2018 年 10 月 16 日(火)

12 時 30 分～

松永 RC 米山奨学生
リョウ・メイヨウさんによる会員卓話

