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会長

Be The Inspiration

2018-19 国際 RI 会長
バリー・ラシン氏

●点 鐘

橋本慎吾

●ソング

[君が代] [奉仕の理想]

講演がありましたけど、今後の日本における社会

●ゲスト

国際ロータリー第 2710 地区

的な課題に、明るく前向きに生きていけるような

2017-18 年度グローバル補助金奨学生

お話でした。我々ロータリークラブの中では、す

河崎 涼花
●ﾋﾞｼﾞﾀｰ

阿川佐和子さんの「明るい介護」というテーマの

さま

でに介護されている方もいらっしゃるでしょうし、

国際ロータリー 第 2710 地区

介護を受ける方も今から出てくるように思います

東京赤坂ロータリークラブ

が、そういった介護に関することを、ご自身の体

●プログラム

会長

小林 博茂

幹事

金山 驍

様
様

ゲスト卓話
河崎 涼花

験も含めてお話をいただいたことが非常に印象的
でした。また、懇親会では、今日ゲストの河崎さ
んも参加されていましたけど、尾道らしい食材と

さま

日本全国のお酒をご準備され、尾道さんのホスピ
タリティ、おもてなしの精神で、尾道らしさを感

●会長の時間

じる本当に楽しい時間を過ごさせていただきまし
た。ご参加いただいた皆さま、本当にありがとう
ございました。来年度は、ご当地である福山での
開催でございます。福山 RC の内海康仁さんが実
行委員長としてご挨拶されましたが、約 50 名近い
会員の方でご参加をされての大会 PR は、福山 RC
さんもガバナーを輩出されたということで非常に
勢いのあるクラブとしての決意が伝わってまいり
ました。我々同じグループの 10、11 といたしまし
ても、一緒になって参画意識を持って取り組み、
大いに盛り上げていけたらいいなと思います。

皆さま、こんにちは。

次に、11 月 3 日に G10、11 親睦ゴルフ大会が

まず、ゲストの河崎涼花さん、今日は卓話を非

開催されました。参加いただいた方、本当にあり

常に楽しみにしておりますし、急な依頼にも関わ

がとうございます。秋晴れでゴルフ日和のなか、

らず快く引き受けていただきまして、誠にありが

心地よく親睦が深められましたけど、非常にめで

とうございます。また、ビジターとして東京赤坂

たいことがありました。123 名の参加があった中

RC の小林会長と金山幹事、本当にご遠方よりご参

で、２名のホールインワンがでました。私もコン

加いただきましてありがとうございます。最後ま

ペには何回も出ていますが、１名ということはあ

で楽しんでお帰りください。

っても２名というのはなく、非常に驚きました。

さて、10 月 21 日に開催されました地区大会に

また、原幹事が還暦を当日迎えたということで表

は、多くの会員の皆さまにご参加をいただき、誠

彰をしていただきました。それら 3 名の方が、特

にありがとうございました。その大会において、

別賞というかたちでお祝いをされました。残念な

がら我々赤坂 RC は入賞しておりませんが、参加

いますので、よろしくお願いします。以上で報告

することに意義があるというふうに私は思います。

を終わります。

続きまして、11 月度の理事会が本日ございまし

最後になりますが、今月はロータリー財団月間

た。まずは、プログラムと予算実行に関しまして、

でございます。ロータリーは、大きなニーズのあ

皆さんにご承認をいただきました。続きまして、

る 6 つの分野に重点をおき、国際関係を培いなが

これは会員の皆さまに非常に重要となりますが、

らより平和な世界を築くために、人々の暮らしを

ガバナー公式訪問の日程変更が承認されました。

支援しているという団体でございます。平和の推

12 月 18 日から 12 月 10 日の月曜日への変更でご

進、疾病との戦い、水と衛生、母子と健康、教育

ざいます。松永 RC さんとの合同例会の時に、ガ

の支援、地域経済の発展という 6 つでございます。

バナー公式訪問となりました。詳細に関しまして

その中の教育支援の一環として、グローバル補助

は、本日皆さまに回覧しておりますが、ガバナー

金奨学制度がございます。そちらの奨学制度を利

公式フォーラム、そして例会、その後、松永 RC

用された河崎涼花さんに卓話をいただくというこ

さんとの合同夜間例会懇親会という流れになって

とで、今川Ｒ財団委員長にご尽力いただきまして、

おりますので、ぜひ、積極的なご参加をよろしく

今日の卓話を快く引き受けていただきました。あ

お願いいたします。続きまして、11 月 27 日は長

りがとうございます。後ほど楽しみにしておりま

期戦略計画委員会による例会行事となっておりま

すので、よろしくお願いします。

す。昨日、眞田本年度委員長と、安保地区代表幹

それでは長くなりましたが、以上で会長の時間

事へ卓話のお願いに行ってきまして、快くお引き

を終わります。本日も最後までよろしくお願いし

受けをいただきました。尾道の成功事例として、

ます。ありがとうございました。

10 年位前からいろんなことを考えられて、この度
実行されたことをお話しいただけるということで、
非常に楽しみにしています。11 月 27 日でござい

●ビジターご挨拶
東京赤坂 RC 会長

小林博茂

様

ます。ぜひ、皆さんよろしくお願いします。そち
らの卓話の講師のご承認もいただきました。続き
まして、11 月 13 日の火曜日に行われます善行児
童・生徒表彰の推薦者として、15 名の方を推薦、
そしてご承認いただきました。3 校、15 名の児童・
生徒さんが 13 日の善行児童・生徒表彰に先生と共
にお越しになります。本年度は、10 回目という節
目でもあり、初めて福山市の教育委員会からもご
出席をいただきます。教育委員長は、ご出張中の
ためご欠席となりますが、部長の方にお越しいた
だくことになっておりますので、皆さんもご承知

●100 万ドルの食事例会

おきくだいませ。続きまして、武田会員と佐渡会

ロータリー財団委員会

員から休会の申し出があり、ご承認をいただいて

「100 万ドルの食事会」の説明

いますので、皆さんもご承知おきくださいませ。
続いて、先ほどのガバナー公式訪問が日程変更に
なったということで、記念すべき第 1000 回例会が
12 月 18 日になります。記念すべき 1000 回例会を
夜間開催に変更し、場所は未定ですが、候補とし
てはこの会場で、親睦委員会を中心に、これから
企画をしていただきます。ぜひ、時間を空けてい
ただいて、全員出席で 1000 回をお祝いしたいと思

今川忠男

委員長

●幹事報告

＜回

・三原市長よりの感謝状

＜例会変更・休会のお知らせ＞
福山東 RC

・ポリオ題材映画公開のご案内
・集中的がん治療講演会のご案内

≪変更≫

・12/10(月)ガバナー公式フォーラム・例会及び

日時：11 月 14 日(水) →
11 月 18 日(日) 9：00～15：30
場所：福山市鷹取中学校

・財団室ニュース 11 月号
・福山赤坂 RC ゴルフコンペのご案内

理由：ジュニア卓球教室のため

●出席報告

≪変更≫

日時：11 月 19 日(月) →

本日出席率

11 月 26 日(月) 18：30～

79.16％

（出席者 38 名

場所：同楽縁

欠席者 16 名

前々回修正出席率

理由：創立例会のため
福山南 RC

松永 RC・福山赤坂 RC 合同例会の出欠表
・善行児童・生徒表彰式の出欠表

体育館

福山市草戸町四丁目 4-1（084-923-0603）

府中 RC

覧＞

出席免除者 6 名）

修正なし

●委員会報告

≪変更≫

日時：11 月 15 日(木) →

・青少年奉仕委員会

同日 12：30～13：30

11/13

善行表彰の案内

場所：日本生命保険相互会社福山支社

・ゴルフ同好会

理由：職場例会のため

12/22

福山赤坂 RC ゴルフコンペの案内

日時：11 月 29 日(木) →
11 月 30 日(金) 15：00～

●スマイル BOX

場所：福山ニューキャッスルホテル
理由：福山南 RC 創立 55 周年記念式典
並びに祝賀会
福山西 RC

≪変更≫

日時：11 月 13 日(火) →
11 月 11 日(日) 10：00～
場所：福山グリーンライン

後山公園内

理由：「奉仕の森」環境整備
日時：11 月 27 日(火) →
12 月 1 日(日) 19：00～
場所：(株)かねと

＜義務スマイル＞
会員誕生記念祝
杉原康生さん

S15.11.6 生

原

S33.11.3 生

隆之さん

岡田直也さん

S51.11.15 生

中根基博さん

S33.11.17 生

佐々木翔陽さん

S57.11.6 生

パートナー誕生記念祝
下宮鉄雄

令夫人

尚子様

11/16 生

＜申告スマイル＞
◆橋本慎吾

会長

理由：忘年夜間例会

本日のゲスト、河崎涼花様、卓話を楽しみして
おります。宜しくお願い致します。又、本日は、

＜配布物＞
・12/10(月)ガバナー公式フォーラム・例会及び
松永 RC・福山赤坂 RC 合同例会のご案内

ご遠方よりありがとうございます。短い時間です
が、楽しんでお帰り下さい。10 月 21 日に地区大

・活動計画書・会員手帳
・善行表彰生徒・児童

東京赤坂ロータリークラブの小林会長、金山幹事、

表彰対象者

会、11 月 3 日にグループ 10・11 親睦ゴルフ大

会と続きましたが、皆様のご協力で無事に楽しく
終えることができました。ありがとうございまし
た。

グループ 10・11 親睦ゴルフ大会に参加致しま
しくプレーすることができました。ぜひ次回も参

副会長

加したいと思います。

東京赤坂ロータリークラブ会長
幹事

小林博重様、

金山驍様、第 2710 地区グローバル補助金

奨学生

河崎涼花様、ようこそ福山赤坂ロータリ

ークラブにお越しいただき誠にありがとうござ
います。本日のゲスト卓話

河崎様、宜しくお願

い致します。楽しみにしております。
隆之

幹事

河崎涼花様、ゲスト卓話を宜しくお願い致します。
東京赤坂ロータリークラブ会長

小林博重様、幹

金山驍様、ようこそ福山赤坂ロータリークラ

ブにお越しくださいました。グループ 10・11 親
睦ゴルフ大会に参加して頂きました皆様、ありが
とうございました。
◆神原一省

会員

福山赤坂 RC 第 9 回ゴルフコンペ「橋本会長杯」、
ご参加のほど宜しくお願い致します。
◆山内

透

会員

頂きました。神原パスト会長と一緒に回らせて頂
き、初めての「尾道うずしおカントリークラブ」
でしたが、参加者 165 名中 66 位で、参加賞を頂
きました。ありがとうございました。10 月 3 日
に、福山地区 RI 親睦ゴルフ大会が、松永カント
リークラブで開催され、参加させて頂きました。
RI 会長賞を頂きました。ありがとうございまし
た。

パスト会長

◆熊田祐介

地区大会のゴルフでは、43 位になりました。
グループ 10・11 親睦ゴルフ大会では 102 位で、
段々とトシを感じております。
◆今川忠男

◆清水朗弘

グループ 10・11 親睦ゴルフ大会に参加させて

本日は、第 2710 地区グローバル補助金奨学生

事

会員

した。天候に恵まれ、また同伴者にも恵まれ、楽

◆西川和吉

◆原

◆馬場正人

会員

10 月 20 日に、福山ニューキャスルホテル 3
階「光耀の間」がリニューアルオープン致しまし
た。創業以来、初めての改装を終え、また多くの
お客様をお迎えさせて頂きます。皆様のご利用を

パスト会長

お待ち申し上げます。

本日は、ロータリー財団月間であり、第 2710
地区グローバル補助金奨学生

河崎涼花様の卓

話です。昨年の地区研修でお話を聞き、一年半ぶ
りになります。とても楽しみにしております。福
山赤坂ロータリークラブの雰囲気を楽しんでく
ださい。
◆石井宏和

◆眞田奈津基

パスト会長

弊社監査役でもある、前日弁連会長

中本和洋

先生が、秋の叙勲で「旭日重光章」を受賞されま
した。弊社にとって喜ばしい慶事ですのでスマイ
ルいたします。仕事の都合で途中退席致します。
申し訳ございません。

会員

11 月 1 日より、マクドナルド

フジグラン神

辺店をフランチャイズ移行し、運営していくこと
になりました。2 店舗目となりますが、新しい仲
間と共に頑張ってまいります。

◆桑田真由美

会員

仕事の都合で欠席致します。申し訳ございませ
ん。

●プログラム
＜ゲスト卓話＞
国際ロータリー第 2710 地区
2017-18 年度グローバル補助金奨学生
河崎

涼花（かわさき

りょうか）さま

『イギリス大学院留学報告』

※

次回例会
2018 年 11 月 13 日（火）17 時 00 分～
善行児童・生徒表彰式

