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●点 鐘  橋本慎吾 会長 

●ソング  [君が代] [奉仕の理想] 

●ゲスト  如水館中学高等学校教諭 

      マイケル ベイスティングズ 様 

●ビジター  国際ロータリー第 2710 地区 G11 

IM 実行委員長  徳久行夫 様 

IM 実行副委員長 小川一佳 様 

●プログラム  ゲスト卓話 

マイケル ベイスティングズ 様 

 

●会長の時間 

 

皆さん、こんにちは。 

まずは本日のゲスト、マイケル ベイスティン

グズさん、卓話を楽しみにしておりますのでよろ

しくお願いいたします。そして、国際ロータリー

第 2710 地区グループ 11 の IM 実行委員長の徳久

行夫様と実行副委員長の小川一佳様、本日はよう

こそ例会にお越しいただきましてありがとうござ

いました。IM では楽しい人との出会いがありそう

なので、福山赤坂ロータリークラブとしても登録

はさることながら、身体の方も持っていきたいと

思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

さて、前回の例会は、佐々木翔陽会員の職場に

お邪魔して卓話も含めていただきまして、佐々木

会員、本当にありがとうございました。まず実際

に佐々木会員は職業奉仕の精神をロータリーに入

られる前から実践されて、いまの会員さんにお世

話になってあのお寺が建てられたのだなと感じま

した。また、いわゆる急な葬儀にも困らないとい

うことは、生きているうちに親子間も含めてしっ

かりしたコミュニケーションが必要だなと改めて

思いました。実際私も体感したなかで、生前中に

いろいろとコミュニケーションしておけば、でき

ていたこともあるかなと思うこともありましたの

で、皆さまいま一度、自分自身振り返ってみてく

ださい。暗い話をするわけではありませんが、い

つかは身内も親も兄弟も亡くなる、そういう日が

来るわけですから、それに対する準備とコミュニ

ケーションが大切だと思います。佐々木会員、そ

して河村職業奉仕委員長、本当にありがとうござ

いました。 

続いて、1 月 30 日に開催されました情報集会な

らびに天満さんと佐藤さんのご入会の歓迎会、当

日体調不良でご欠席の方もいらっしゃいましたけ

ど、30 名近い会員の方と赤坂らしい家族的な集会

ができたことを本当に嬉しく思っております。改

めて天満会員、そして佐藤会員、ご入会おめでと

うございます。こうして仲間がどんどん増えて赤

坂も 60 名というハードルの数字も見えてきたと

ころであります。会員組織部門の畑理事、ぜひそ

の 60 という数字に向けて頑張りましょう。 

次に、本日は2月度の理事会が開催されました。

5 つの項目が承認されておりますのでご報告申し

上げます。プログラムの承認、予算実行状況の承

認、R 財団の年次基金につきまして後期の寄付に

関しましてのご承認をいただいております。続い

て赤毛会員と橋本大輔会員が休会を引き続きお願

いしたいとの申請が出ております。そして、新た
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に先般から山本委員長を中心に社会奉仕委員会で

進めてもらっています講習会について、この赤坂

地区のエリアが福山の中で非常に高齢者の死亡事

故が多いということで、関係各位の部署と連携を

いたしまして、春の交通安全運動の期間に、福山

赤坂ロータリークラブが主催となってシニア向け

の運転技術が向上するような講習会を、備南自動

車学校さんと福山西警察署さんも含めて展開した

いという内容のものがご承認されました。タイト

ルにつきましては、継続事業の方向性でございま

すので 3 月の理事会で最終的に承認されるという

ことになっておりますので、皆さまもご承知おき

くださいませ。 

さて最後になりますが、今月のテーマは平和と

紛争予防および紛争解決月間ということでござい

ます。いわゆるグローバル、国際的な取り組みに

ついての意識を向上しようという月間でございま

す。3 点ほどだけお耳を貸していただけたらと思い

ますが、毎年 2 万人近くが地雷によって手足や命

を奪われているということ。紛争や迫害によって

5100 万人が難民を強いられているということ。世

界で 30 万人を超える 18 歳未満の子どもたちが少

年兵として紛争に巻き込まれているということ。

われわれ日本においては非常に平和な世の中です

けど、世界的にはまだまだ紛争に巻き込まれてい

る子どもやいろんな人たちがいらっしゃるという

ことでございます。そういった意味でも先ほどあ

りましたロータリーの活動基金への寄付について

は、非常に重要性があるということを改めて私も

感じますので、皆さまもそういう認識を持ってい

ただきたいし、またホームページ等でそういった

国際的な動きについても学んでいただけたら幸い

でございます。そのような国際的な視点に立って、

本日のマイケル ベイスティングズ先生のお話が

聞けるということは、非常に今後のロータリー活

動においても役に立つと感じています。国際奉仕

委員会の中根委員長、森原副委員長、ご尽力誠に

ありがとうございます。 

それでは以上で会長の時間とさせていただきま

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。 

 

 

●ビジターご挨拶 

国際ロータリー第 2710 地区 G11 

IM 実行委員長  徳久行夫 様 

IM 実行副委員長 小川一佳 様 

 
 

●幹事報告 

＜例会変更・休会のお知らせ＞ 

福山 RC 

≪休会≫ 

日時：２月１１日(月) 

理由：法定休日（建国記念の日） 

 

福山南 RC 

≪休会≫ 

日時：2 月 21 日(木)  

理由：定款第 8 条第 1 節 

≪変更≫ 

日時：2 月 28 日(木) → 同日 12：30～ 

場所：㈱中電工広島東部支社 

理由：職場例会 

 

福山北 RC 

≪休会≫ 

日時：2 月 15 日(金)  

理由：定款第８条第１節 

 

＜配布物＞ 

・ロータリーの友及びガバナー月信 2 月号 

・がん予防に関するアンケート 

・確定申告用領収証 

・2017-18 年度 地区活動報告書 

・抜萃のつづり 



＜回 覧＞ 

・ハイライト米山 

・韓国 3690 地区 地区大会のご案内 

・財団室ニュース 

 

●出席報告 

本日出席率 70.83％ 

（出席者 34 名 欠席者 21 名 出席免除者 7 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 

  ロータリーの友の紹介 

・米山奨学会委員会 

  特別寄付について 

 

●スマイル BOX 

＜義務スマイル＞ 

会員誕生記念祝 

西川和吉さん  S34.2.14 生 

パートナー誕生記念祝 

眞田惣行令夫人  里美様 2/7 生 

杉原康生令夫人  里美様 2/27 生 

岡田直也令夫人  亜弥様 2/13 生 

眞田奈津基令夫人 美枝様 2/20 生 

平井啓博令夫人  円様  2/4 生 

熊田祐介令夫人  靖枝様 2/4 生 

 

＜申告スマイル＞ 

◆橋本慎吾 会長 

 本日のゲスト マイケル ベイスティングズ

様、卓話を楽しみにしております。宜しくお願い

申し上げます。又、本日は、IM 実行委員長 徳

久行夫様、同副委員長 小川一佳様、お越し頂き

ありがとうございます。そして、佐々木会員、前

回の職場例会では、大変お世話になりました。私

事ですが、東京商工リサーチの優良企業ガイドに、

弊社が紹介されました。大変驚きました。原幹事

の会社も一緒に紹介されておりますのでご報告

いたします。又、先週土曜日に、４年目を迎えた

福山ローズファイターズの激励会が、枝廣市長を

はじめ、多くのご来賓の皆様、企業の皆様にお越

し頂き開催されました。今年は、全国デビューし

ます。 

 

◆西川和吉 副会長 

 本日は、IM 実行委員長 徳久行夫様、同副委

員長 小川一佳様、福山赤坂ロータリークラブに

お越し頂きありがとうございます。又、マイケル 

ベイスティングズ様、本日の卓話、楽しみにして

おります。宜しくお願い申し上げます。 

 

◆原 隆之 幹事 

 本日のゲスト卓話、マイケル ベイスティング

ズ様、宜しくお願い申し上げます。又、本日は、

IM 実行委員長 徳久行夫様、同副委員長 小川

一佳様、お越し頂きありがとうございます。先日

の情報集会・新入会員歓迎懇親会にご参加頂きま

した皆様、ありがとうございました。東京商工リ

サーチの優良企業ガイドに、橋本会長の会社と共

に、弊社が紹介されました。 

 

◆中根 基博 会員 

 本日は、本校（如水館中学高等学校）のマイケ

ル ベイスティングズ教諭が卓話をさせていた

だきます。皆様、宜しくお願い申し上げます。 

 天満さん、佐藤さん、ご入会おめでとうござい

ます。共に成長してまいりましょう。 

 

◆畑 弓子 会員 

 此度、一心エンジニアリング（株）のホームペ

ージをリニューアルさせていただきました。あり

がとうございます。ホームページで、お困りのこ

とがございましたら、遠慮なくご相談ください。 

 

◆松浦 宏次 会員 

 先日の節分恵方巻を、クラブの皆様に数多くご

購入頂きありがとうございました。お陰様をもち

まして、目標数量を完売することができました。

大変ありがとうございました。 

 



 

◆清水 朗弘 会員 

 私が幹事を務めさせて頂いた、昨年末の橋本会

長杯ゴルフコンペにおきまして、今川パスト会長

に、ご協賛を頂きましてありがとうございました。

ご紹介、御礼が大変遅くなりお詫び申し上げます。 

 

◆佐々木 翔陽 会員 

 先般は、自寺での職場例会にご参加くださいま

してありがとうございました。多くの方々の手助

けを頂きまして、無事に終えることができました。

皆様には、貴重なお時間を頂き本当にありがとう

ございました。感謝申し上げます。 

 

◆天満 博之 会員 

 先日は、情報集会・新入会員歓迎懇親会を開催

して頂きありがとうございました。 

 

◆佐藤 貢 パスト会長 

 先日の情報集会・新入会員歓迎懇親会での急遽

欠席で、ご参加頂いた皆様にはご迷惑をおかけし

ましたことお詫び申し上げます。急遽、講師をし

て頂きました眞田創立会長をはじめ、橋本会長、

原幹事、畑理事ありがとうございました。 

 

◆馬場 正人 会員 

 仕事の都合により例会を欠席させて頂きます。 

 

◆河村 博文 会員 

 先日の職場例会には多くの方にご参加いただ

きありがとうございました。又、当日の駐車場の

誘導をして頂いた皆様、茶菓子の配膳をお手伝い

頂いた皆様、お菓子をご用意頂いた勉強堂様に、

熱く御礼申し上げます。 

 

◆佐藤 泰之 会員 

 先日の情報集会・新入会員歓迎懇親会では大変

お世話になりました。ありがとうございました。

本日は体調不良のため欠席させていただきます。

申し訳ございません。 

 

 

 

●プログラム 

＜ゲスト卓話＞ 

マイケル ベイスティングズ 様 

『日本人と私』人生行路を変えた偶然の出会い 

 

 

 

 

※ 次回例会 

2019 年 2 月 12 日（火） 

クラブ細則による休会 

2019 年 2 月 19 日（火）12：30～ 

ゲスト卓話 

一般社団法人福山青年会議所 

理事長 藤本 俊 様 


