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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] 

●ゲスト  一般社団法人 福山青年会議所 

      理事長  藤本 俊 様 

●プログラム  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 

 

●会長の時間 

 

皆さん、こんにちは。 

今日はお足元の悪い中、お集まりいただきまし

てありがとうございます。まず冒頭にも紹介させ

ていただきましたが、本日は一般社団公人福山青

年会議所の藤本理事長にお越しいただき、卓話を

いただく予定となっております。当クラブは JC の

OB が非常に多く私を含めて 15 名いらっしゃいま

して、シェアにしますと 27％くらいになります。

藤本理事長もさぞかし緊張をされているのではな

いかと察します。本日はどうぞよろしくお願いい

たします。 

まずはお礼です。前回例会ではマイケル ベイス

ティングズ先生に卓話をいただきましたけど、中

根委員長には招聘も含めてお世話になりました。

いま中学受験がどんどん行われている時期だそう

ですが、その試験科目は 4 教科で英語がないとい

うことを知りました。2020 年の教育改革から小学

校でも英語教育がようやく本格化するということ

ですからそれも頷けました。卓話の中では活動的

な英語と表現されていましたが、いわゆるコミュ

ニケーションというもので英語を学んでいくこと

が大切だと話されました。英語教育の早期化によ

りグローバル化社会に対応した教育がこれから始

まるのだと感じました。また夢と挑戦ということ

を言われていましたけど、先生は日本国に来てい

ろんな夢に向かって進まれているとのことでした。

我々もいま夢と更なる挑戦ということが大切だな

と卓話の中で感じさせていただきました。中根委

員長、本当にありがとうございました。 

さて、報告が一点ございます。先週、ニューキ

ャッスルホテルで、当年度の会長幹事、そして次

年度の会長幹事予定者に臨時で招集がありました。

その中身は福山市立の小中学校に図書館の整備を

していきたいという内容でございました。三好教

育長がお越しになられ、その目的について 15 分ほ

どお話をされました。これからの社会を生きる子

どもたちに必要な自ら学び続ける 21 世紀型の“ス

キル＆倫理観”を強化したい。福山に愛着と誇りを

持ち変化の激しい社会を生きる子どもたちを育て

ること。「福山 100NEN 教育」というタイトルで、

いまからの未来を担っていく若者たちに図書館で

学んでいく場所を小中学校の全校に整備したい。

これを 5 年程度で継続して実施したいというお話

でございました。一校あたりの整備費用が約 180

万となり、全校ということなので億を超える多大

な投資ということでございます。協力の要請内容

は、個人では 1 口 1 万円、団体では 1 口 10 万円と

いうことでございましたが、これは理事会で揉ん

で皆さんに諮りたいと思っております。 
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次にお願いでございます。いま新規事業として

社会奉仕委員会の山本委員長を中心に動いていた

だいていますが、シニア向けの運転技術向上を目

的とした事業の 4 月開催をめざして動いておりま

す。高齢者の交通事故は、いまや社会的な問題と

なっており、特にこの赤坂区域は死亡事故も多発

しているということです。そのあたりの卓話を福

山西警察署の交通課長に来週お越しいただいて卓

話をいただきます。その他にも赤坂学区自治会連

合会長、赤坂学区老人クラブ連合会長、交通安全

協会の赤坂支部長、交通安全協会福山西支所の現

役と OB の方、合わせて 6 名のゲストを来週はお

迎えして、卓話、そして 4 月の新規事業開催に向

けて意識の啓蒙を行っていく例会となっておりま

すので、ぜひ皆さま積極的な参加をお願いしたい

と思います。 

それでは最後になりますが、本日のテーマは、

本年度の青年の運動についてということで藤本理

事長の卓話でございます。皆さま、青年会議所の

エネルギーを今日は吸収して、今からの我々のロ

ータリー活動にも活かしていきたいと思いますの

で、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。本日も一日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＞ 

松永 RC 

≪変更≫ 

日時：3 月 11 日(月) ⇒ 9 日(土) 11：00～ 

場所：福山ニューキャッスルホテル 

理由：G10･11 合同 IM のため 

≪休会≫ 

日時：3 月 25 日(月)  

理由：定款第 8 条第 1 節 

丸之内 RC 

≪変更≫ 

日時：3 月 11 日(月) ⇒ 9 日(土) 13：00～ 

場所：福山ニューキャッスルホテル 

理由：G10･11 合同 IM のため 

福山東 RC 

≪変更≫ 

日時：3 月 13 日(水) ⇒ 9 日(土) 13：00～ 

場所：福山ニューキャッスルホテル 

理由：G10･11 合同 IM のため 

≪変更≫ 

日時：3 月 27 日(水) ⇒ 同日 18：30～20：30 

場所：割烹 ありやす 

   福山市入船町 2 丁目 3-19（050-5589-7693） 

理由：花見夜間例会のため 

福山西 RC 

≪変更≫ 

日時：2 月 26 日(火) ⇒ 2 月 24 日(土) 9：00～ 

場所：福山鉄工センター 

理由：資源回収行事 

≪変更≫ 

日時：3 月 5 日(火) ⇒ 9 日(土) 13：00～ 

場所：福山ニューキャッスルホテル 

理由：G10･11 合同 IM のため 

≪休会≫ 

日時：3 月 12 日(火)  

理由：例会場の管内設備点検による停電のため 

福山南 RC 

≪変更≫ 

日時：3 月 7 日(木) ⇒ 9 日(土) 13：00～ 

場所：福山ニューキャッスルホテル 

理由：G10･11 合同 IM のため 

≪変更≫ 

日時：3 月 28 日(木)⇒ 3 月 30 日(土) 10：00～ 

場所：芦田川箕島緑地 

理由：社会奉仕委員会 清掃奉仕事業のため 

≪休会≫ 

日時：3 月 21 日(木)  

理由：法定休日/春分の日 

福山 RC 

≪変更≫ 

日時：3 月 11 日(月) ⇒ 9 日(土) 12：45～ 

場所：福山ニューキャッスルホテル 

理由：G10･11 合同 IM のため 



＜配布物＞ 

なし 

＜回 覧＞ 

・米山特別寄付・学友会援助 

 

●出席報告 

本日出席率 75.00％ 

（出席者 36 名 欠席者 19 名 出席免除者 7 名） 

前回（2/5）修正出席率 75.00％ 

 

●委員会報告 

なし 

 

●スマイル BOX 

＜義務スマイル＞ 

会員創業創立記念日祝 

清水朗弘さん 

  清和電設(有)      1984 年 2 月 

馬場正人さん 

  馬場・片山法律事務所  1990 年 2 月 22 日 

梅西大輔さん 

  (有)爽風苑            2001 年 2 月 8 日 

佐藤泰之さん 

  (株)サトケン     2012 年 2 月 

＜申告スマイル＞ 

◆橋本慎吾 会長 

 本日のゲスト、（一社）福山青年会議所理事長 

藤本 俊様、卓話をどうぞ宜しくお願い申し上げ

ます。又、前回の例会行事、マイケル ベイステ

ィングズ様を招聘いただき、中根会員ありがとう

ございました。今後の国際交流の在り方も含め勉

強になりました。 

 

◆西川和吉 副会長 

 （一社）福山青年会議所理事長 藤本 俊様、

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。卓話を楽しみにしております。 

◆原 隆之 幹事 

 （一社）福山青年会議所理事長 藤本 俊様、

ゲスト卓話「2019 年度 青年の運動について」、

宜しくお願い申し上げます。 

 

◆眞田奈津基 パスト会長 

 （一社）福山青年会議所理事長 藤本 俊様、

ようこそお越し下さいました。卓話を楽しみにし

ております。 

 

◆石井宏和 会員 

 （一社）福山青年会議所理事長 藤本 俊様、

本日の卓話、楽しみにしております。 

 

◆田中ひとみ 会員 

 今年も建国記念日に、地元 佐木島の八幡神社

で、お弓神事があり巻藁射礼を奉納させていただ

きました、島外からも 100 名ほどの参加をいた

だき、神事の後の餅まきなど大いに賑わいました。

春には塔の峰千本桜が見頃です。多くの来訪をお

待ちしております。 

 

◆畑 弓子 会員 

 所用の為、欠席させていただきます。 

 

◆桑田真由美 会員 

 商用のため欠席してすみません。スマイルしま

す。 

 

◆馬場正人 会員 

 所用の為、欠席させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



●プログラム 

＜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 

テーマ「2019 年度 青年の運動について」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※ 次回例会 

2019 年 2 月 26 日（火）12：30～ 

ゲスト卓話 

■公益財団法人 広島県交通安全協会 

広島県交通安全活動推進センター 

福山西支所 支所長 池田雅宣 様 

■福山西交通安全協会 OB 

 藤井岩己 様 


