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Be The Inspiration

2018-19 国際 RI 会長
バリー・ラシン氏

橋本慎吾 会長

で、アトラクションでは「ゲタタワー」でクラブ

●ソング

[我等の生業]

対抗戦をされました。当クラブの代表として参加

●プログラム

会員卓話

しました佐木会員と下宮会員は、非常に目立った

鈴木臣也 会員

テーマ「半世紀」

演出をしていただき楽しませてくれましたが、戦
績は不甲斐なく最後にタワーが崩れ落ちる様を見

●会長の時間

ながら、あのように会長も最後に崩れ落ちないよ
うに頑張りたいと思いました。一方で天満さんは、
プラカードを持っていただけで、かまぼこを頂け
た非常にラッキーな方でございました。順調にい
けば 2 年後の原幹事の年度に、IM の担当が我々の
クラブに回ってくると理解をしております。そう
いうことも意識をしながらご参加をいただき、本
当にありがとうございました。
続きまして 3 月のテーマですが、水と衛生月間
となっております。改めて私もどういうことかと
ホームページ等を見させていただきましたけど、

皆さん、こんにちは。

一人に安全な水を提供するのに必要なコストは約

早速ですが、先週土曜日の IM では、参加予定

24 ドル掛かっているということだそうです。いま

者がほぼご参加いただいたということで、非常に

ロータリーは、米国国際開発庁と提携して質の高

出席率のいい IM となり本当に嬉しく思っており

い衛生設備が利用できるように、ガーナの学校 110

ます。特には山内委員長が積極的にお声かけをい

校に寄付ができたということも聞いております。

ただいたと聞いております。山内委員長、本当に

私が小さい頃は、水を買うというのは考えられな

ありがとうございました。式典の担当は鞆の浦 RC

かったですけど、今は水を買う時代になっていま

さんでしたが、その中で印象的だったのは、福山

す。世界的にはまだ不衛生な水を飲んでいる子が

大学の前田先生のブランディングについてのお話

いて、毎日 900 人くらい亡くなっているというこ

で、最後は「BINGO STARS」というまとめをさ

とです。そういったことも他人事ではないという

れました。私もブランドについてはいろいろ学ん

ことで、世界のロータリーがいま掲げているのは、

できたんですけど、非常に解りやすい講演でした。

目標年度を 2030 年として安全な水と衛生設備を

私はローズファイターズという活動もさせてもら

すべての人が利用できるようにし、全世界でみん

っていますけど、そちらについてもご支援いただ

なが安全な水を飲めるようにする目標に向けて活

けるという約束を後の懇親会ではできましたし、

動しているということを、皆さんご理解いただき

今後、福山というものをより元気にしていきまし

たいと思います。

ょうと意気投合し、先生とは固い絆ができました。
その懇親会に関しましては、松永 RC さんが主管

さて、先週の IM の時に 3 月度の理事会を開催
いたしました。まずプログラムと予算についての

ご報告をします。プログラムに関しましては、広
報委員会のプログラムも決まりましたので、私の
年度の行事はこれで確定をいたしました。予算に
関しましては、例年より多くの約 90 万弱の繰越金
があるという見込みでございます。3 点目は、福山
市の小中学校に図書館の整備をという話が以前あ
ったと思いますが、こちらへの寄付金を、クラブ
の予備費より 10 万円を拠出し、市の方に寄付をさ
せていただくというかたちで承認を得ました。先
週の土曜日の中国新聞等に掲載されていましたの
で皆さんもご承知かと思いますが、一心グループ
さんが約 1 校分の整備費にあたる 200 万円を寄付
されています。小中学校は市内で約 100 校あり、

●幹事報告
＜例会変更・休会のお知らせ＞
なし
＜配布物＞
・ロータリーの友及びガバナー月信 3 月号
・4/6
＜回

花見例会開催のご案内

覧＞

・財団室ニュース 3 月号
●出席報告

約 2 億の予算で 5 年間に亘って整備したいという

本日出席率

87.23％

ことでありますが、一心さんのような会社がどん

（出席者 41 名

どん出てくると 1 年で済んでしまうようなことも

前々回(2/26)修正出席率

欠席者 14 名

出席免除者 8 名）

70.83％

⇒

79.16％

あるかもしれません。我々のメンバーがこのよう
な活動もされていますし、我がクラブとしてもい
ち早く福山市にお届けをしようと思っております
ので、皆さまご理解をいただきたいと思います。4
点目ですが、高齢者向けの運転講習という話をさ
せていただいておりましたが、山本委員長の方か
ら具体的な報告をいくつか受けました。皆さんに
もアンケートのご協力をいただきましたが、名称
については「アクティブシニア運転講習 IN 赤坂」
でほぼ内定をいたしました。開催日については 4
月 23 日の予定で進めております。この名称と日程
が最終決定しましたら、また例会の中でご報告を
したいと思います。
それでは最後ですが、本日のプログラムは、鈴
木会員に「半世紀」というテーマで卓話をいただ
きます。50 年間生きてこられた中のいろんなお話
をしていただけると思いますので、皆さま楽しみ
にしていただきたいと思います。
それでは以上で会長の時間を終わります。今日
も一日よろしくお願いします。ありがとうござい
ました。

●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 28 万・賛助会員 22 名の御礼
・親睦活動委員会
花見例会の案内
●スマイル BOX
＜義務スマイル＞
会員結婚記念祝
佐藤

貢さん

1978 年 3 月 12 日

隆之さん

1983 年 3 月 27 日

池上

創さん

2009 年 3 月 23 日

山内

透さん

1974 年 3 月 20 日

原

＜申告スマイル＞
◆橋本慎吾

会長

先週末に開催されました、G10/11 インターシ
ティーミーティングへ多くの会員の皆様にご参
加いただいきありがとうございました。そして、
本日の会員卓話、鈴木会員による「半世紀」楽し
みにしております。宜しくお願い申し上げます。

◆西川和吉

副会長

先日の G10/11 インターシティーミーティン
グにご参加いただいた会員の皆様、ありがとうご
ざいました。又、鈴木会員による本日の卓話、宜

●プログラム
会員卓話
テーマ

鈴木臣也 会員
「半世紀」

しくお願い申し上げます。楽しみにしております。
◆石井宏和

会員

本日、例会の進行を務めさせて頂きます。不慣
れですが、精一杯務めさせて頂きます。本日の卓
話、鈴木会員、宜しくお願い申し上げます。又、
私事ですが、2 月末に家が完成し、引っ越しを終
えました。お世話になりました、吉元会員、山本
会員ありがとうございました。
◆眞田奈津基

パスト会長

先週金曜日に、福山市役所へ市内小中学校の図
書室の整備事業への寄付金の贈呈に行ってまい
りました。赤坂小学校、済美中学校および福山市
立中・高等学校に寄付させて頂きました。これか
らもしっかりと奉仕の精神に基づいた活動をし
てまいります。
◆鈴木臣也

会員

本日の卓話、宜しくお願い申し上げます。
◆熊田祐介

会員

業務につき欠席させて頂きます。申し訳ござい
ません。

※

次回例会
2019 年 3 月 19 日（火）
クラブ細則第 5 条第 2 節により休会
2019 年 3 月 26 日（火）12：30～
西川次年度会長
PETS 報告

