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2018-19 国際 RI 会長
バリー・ラシン氏

●点 鐘

橋本慎吾

●ソング

[それでこそロータリー]

思いをお話いただきました。赤坂ロータリーらし

●ゲスト

国際ロータリー第 2710 地区 G11

いアットホームな雰囲気で、終始和やかなムード

●プログラム

会長

Be The Inspiration

年未満の方々には、そのお話を聞いて感じた熱い

松永 RC 米山奨学生

で終わったこと。また、お祝いを皆さんとできた

寥

ことを嬉しく思いました。徳永パスト会長にもコ

明陽様

松永 RC 米山カウンセラー

ーディネートいただき、眞田創立会長、そして杉

沖

原パスト会長、神原パスト会長にもご協力いただ

裕人様

ゲスト卓話
松永 RC 米山奨学生

きましたことを、この場をお借りしまして改めて
寥

明陽様

お礼を申し上げます。ありがとうございました。
その時の記念写真は、皆さんのお手元にお配りし

●会長の時間

てありますけど、週報の方にもきめ細かく掲載さ
れていますので、ぜひともお目通しをいただけた
らと思っております。
次に、今週末に開催をされます 2710 地区の地区
大会 in 尾道でございます。インフォメーションに
関しましては、後ほど原幹事の方から詳細な説明
をいただきますが、参加される方は、阿川 佐和子
さんの記念講演、ならびに尾道の名産溢れる懇親
会が企画されていますので、最後までのお付き合
いをよろしくお願いいたします。

皆さま、こんにちは

続きまして、本日持ち回り理事会を開催させて

本日は、ゲストで寥 明陽さんと沖 裕人さんに

いただきました。1 点は、佐渡会員さんが休会をさ

お越しいただいております。短い時間ですが、ど

れるということでございます。2 点目は、11 月 6

うぞごゆっくりと楽しんでお帰りくださいませ。

日の R 財団委員会担当の例会ですが、ゲスト卓話

また寥 明陽さん、後ほどの卓話、よろしくお願い

が決まりました。三原ロータリークラブがスポン

いたします。

サーをされています河崎 涼香様に財団奨学生と

さて、先日の 10 月 2 日に、創立を記念するお祝

しての卓話をしていただきます。もう 1 点ですが、

いの会を昭和町のいけのさんで開催させていただ

11 月 13 日に開催されます善行児童生徒表彰の推

きましたが、盛大に開催されたことを本当に嬉し

薦者に関しましては、先般の理事会で検討しまし

く思っております。チャーターメンバーを囲む懇

たように、今年度より選考委員会を発足いたしま

話会というかたちでの開催で、初めての企画とな

す。今日の例会終了後に、理事の中根さんを中心

りましたが、チャーターメンバーに創立時のエピ

とした選考委員会が開催されます。その選考委員

ソード、ならびにまた若い世代に対する託す思い

会で、現在 3 校より出されています 15 名の推薦者

というものをお話いただきました。また、入会 3

の選考をしていただき、次回 11 月の理事会でご承

認をいただく流れとなっておりますのでご承知お

＜回

覧＞

きください。以上の 3 点が持ち回り理事会で承認

・ポリオ題材映画公開のご案内

されたことを、報告いたします。それと善行児童
生徒表彰に関しましては、今年度、第 10 回目の節

●出席報告

目を迎えます。先般、松浦委員長と福山市の三好
教育長にお会いする場面を作りまして、この第 10
回目の節目を赤坂地区のみならず、福山市全体に
対しての善行児童生徒表彰としていってはどうか

本日出席率

84.00％

（出席者 42 名

欠席者 12 名

前々回修正出席率

出席免除者 4 名）

修正なし

といった提案をして参りました。三好教育長には、
いま赤坂ロータリークラブで行っていることは素
晴らしい展開であり、しかも 10 年間継続してされ
ているのは凄いことだと仰っていただき、ぜひ福

●委員会報告
・広報雑誌等委員会
ロータリーの友紹介

山市と今後共催していく流れを検討していきたい
ということで話を持ち帰っていただいています。
今年の開催は現行通りで行いますが、次年度以降、
何か福山市と共催するというイメージも含めて、
先方よりご提案をいただく流れとなっております。

・社会奉仕委員会
10/1,2 駅前清掃活動の御礼
・青少年奉仕委員会
11/3 善行表彰のご案内

また、今回の出席は出張で難しいので代理を立た
せますけども、自分自身もぜひ、そこに出席した

●スマイル BOX

いという思いを仰っていました。
最後になりますが、本日のプログラムは米山奨
学生の寥 明陽さんの卓話でございます。中国から

＜義務スマイル＞
会員創業創立記念祝

見た日本という、非常に興味深い内容でございま
す。杉原委員長のご苦労によって、今日の開催が
ここに至っております。米山月間ということでご
ざいますので、今日の例会を、ぜひ一緒になって

下宮典子さん
㈱朝日ボイラーシステム

1998.10.1

熊田祐介さん

皆さんとともに楽しい例会にしていきたいと思い

ベッセルグループ

ますので、最後までよろしくお願いします。

福山ニューキャッスルホテル

1924.10

以上で会長の時間を終わります。本日も一日よ
ろしくお願いします。ありがとうございました。

＜申告スマイル＞
◆松永ロータリークラブ

●幹事報告

沖

本日は、米山奨学生の寥

裕人

様

明陽さん。お招きい

ただきありがとうございました。
＜例会変更・休会のお知らせ＞
◆橋本慎吾

なし

会長

本日のプログラム、米山奨学生の寥
＜配布物＞
・ロータリーの友及びガバナー月信 10 月号
・11/13

第 10 回善行表彰のご案内

・草戸千軒ミュージアム展示会のご案内
・ロータリー米山豆辞典
・創立記念例会記念写真（参加者）
・地区大会プログラム（参加者）
・芦田川河川浄化チャレンジのご案内

ょう

明陽（り

めいよう）様、卓話を宜しくお願い致しま

す。又、松永ロータリークラブ

沖

裕人様、よ

うこそお越し頂き誠にありがとうございます。
10 月 2 日に開催されました、創立記念例会には、
多くのメンバーにご参加頂きありがとうござい
ました。私が球団代表を務めさせていただいてい
る「福山ローズファイターズ」が中国・四国のチ

ャンピオンになってくれました。来年は全国大会

一心グループを宜しくお願い致します。

出場を目指しますので、引き続きのご支援宜しく
お願い致します。

◆清水朗弘

会員

この度、弊社にて代表者交代を行い、代表取締
◆西川和吉

副会長

役に就任いたすことになりました。甚だ微力では

松永ロータリークラブ

明

ございますが、社業の発展に全力を尽くし、ひい

めいよう）様、松永ロータリークラ

ては、ロータリアンに相応しい活動貢献ができる

裕人様、赤坂ロータリークラブにお越し

よう精一杯努力してまいりたいと存じます。今後

陽（りょう
ブ

沖

米山奨学生の寥

頂きありがとうございます。寥

明陽（りょう

とも皆様のご指導を賜りますようお願い申し上

めいよう）様、本日の卓話、宜しくお願い致しま

げます。又、お祝い頂きました皆様へ、この場を

す。楽しみにしております。

お借りしまして御礼申し上げます。

◆原

隆之

幹事

◆久保廣美

本日は、松永ロータリークラブ
寥

米山奨学生の

先週、ベトナムに外国人技能実習生の面接に行

めいよう）様、松永ロータリ

って来ました。若くて元気な 2 名が決まりまし

裕人様、ようこそお越しください

た。又、9 月 12 日の妻の誕生日プレゼントをあ

明陽（りょう

ークラブ

沖

会員

ました。本日の卓話「中国からみた日本」楽しみ

りがとうございました。

にしております。10 月 2 日の創立記念例会では、
眞田創立会長をはじめ、チャーターメンバーの皆
様、創立時の貴重なお話をありがとうございまし

◆武郷義昭

会員

所用の為、退席します。

た。大変勉強になりました。
◆桑田真由美
◆眞田奈津基

パスト会長

会員

所用の為、欠席します。申し訳ございません。

私事ですが、10 月 1 日にホールディングス会
社

一心グループ株式会社を設立致しました。グ

ループ全 11 社、一体となって前進致します。今
後とも宜しくお願い致します。
◆石井宏和

会員

9 月 24 日に開催された、第 8 回天野杯親睦野
球大会にて、無事に優勝することができました。
選手として参加頂いた方々、応援で参加して頂い
た方々、皆様のおかげでございます。来年も良い
成績を収められるよう頑張りますので、引き続き
のご理解ご支援を宜しくお願い致します。
◆松浦宏次

会員

10 月 1 日より、一心グループの再編で持株会
社

一心グループ株式会社を設立しました。それ

に伴いまして、株式会社一心の飲食部門「しゃぶ
吉」「いけの」を、株式会社一心ファインダイニ
ングとして新設致しました。また株式会社一心も、
株式会社一真に社名変更いたしました。今後とも

◆平井啓博

会員

仕事の都合で、早退します。

●プログラム
＜ゲスト卓話＞
松永 RC 米山奨学生
寥

明陽（りょう

めいよう）様

「中国から見た日本」～米山奨学生として～

※

次回例会案内
2018 年 10 月 21 日(日)
地区大会
場所：びんご運動公園

9 時 00 分～

