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●点 鐘  橋本慎吾 会長 

●ソング  [手に手つないで][四つのテスト] 

●プログラム  PETS報告 

西川和吉 会長エレクト 

 

●会長の時間 

 

皆さま、こんにちは 

本日は 100 万ドルの食事ということですが、先

ほど今川 R 財団委員長の方からも説明がありまし

たけど、私もどうして 100 万ドルなのかと疑問に

思い改めて確認をしました。ロータリアンが 50万

人の時代に、例会で粗食の日を定め、それによっ

て得られた節約金を積立て、これを社会奉仕、国

際奉仕などの資金に繰り入れたものであり、一人 2

ドルの節約ですから、かけると 100 万ドルになる

ことがいわれとしての名称だそうでございます。

皆さんがロータリアンとしてそのことを問われた

ときに、お答えできるように紹介をさせていただ

きました。 

さて、前回の例会では、鈴木会員に「半世紀」

というタイトルで卓話をいただきました。鈴木さ

んの印象は、非常に温厚で実直な方であると個人

的には思っていますが、少年時代の全然違う一面

のお話には衝撃を受けました。あのようなお人柄

を表す卓話をいただいて、本当に嬉しく思ってお

ります。ありがとうございました。 

次に 4 月の行事についてですが、非常に動きの

多い月となります。まず 4 月早々には、皆さんお

楽しみの花見例会が、例年通り〝ホテルいんのし

ま〟さんでございます。ちょうど満開の時期にな

ろうかと思いますので、皆さんのご家族を含めて

本当に楽しみにしておられると思います。私もそ

の一人でございます。 元委員長筆頭の親睦活動

委員会としては最後の家族例会ですから、凄く楽

しみにしておりますのでよろしくお願いします。

また、皆さまには直接には関係ございませんが、

花見例会の同日に福山 RCさんの 55周年行事がご

ざいますのでお知りおきをいただきたいと思いま

す。それと今年度最後のゲスト卓話について、広

報委員会の佐木委員長をはじめ、清水副委員長、

岡田会員とともに、ゲスト卓話をいただく中国新

聞広告社の方とアスコンのウインクの編集長のお

二人と打ち合わせをしてまいりました。今からの

ロータリーの活動における広報のありかたという

ものを、斬新なアイデアでご提案いただく予定に

なっております。4月 16日を楽しみにしておいて

ほしいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。もうひとつは、初めての行事となります「ア

クティブシニア運転講習 in赤坂」という名称の高

齢者向けイベントが、4 月 23 日の朝 10 時に赤坂

駅前からスタートします。社会奉仕委員会の山本

委員長には、いま各組織と関わっていただきご尽

力を賜っております。赤坂老人会、町内会、安全

協会赤坂支部、そして赤坂 RC の 4 部門から代表

いただいた方に運転講習がございます。ぜひ、お

時間が許される方は、そのスタートに立ち会って

盛大に盛り上げていただきたいと思います。初の

取り組みということでマスコミの方も大勢来られ
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ると思いますので、皆さんのご協力をよろしくお

願いいたします。 

次に本日、4月度の理事会を開催し、プログラム

の承認、予算実行状況の承認をいただきました。

また、次年度担当委員長（案）についての報告が

ありました。 

最後になりますが本日のプログラムは西川会長

エレクトの PETS 報告でございます。来年度に向

けての研修が先日ございました。皆さまも方向性

をしっかりとお聞きいただいて、今後のロータリ

ー活動に生かしていただきたいと思いますのでご

協力をよろしくお願いします。 

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。 

 

公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会より 

感謝状 

 

第一回米山功労者 原 隆之 会員 

 

●幹事報告 

＜例会変更・休会のお知らせ＞ 

福山 RC 

≪変更≫ 

日時：４月８日(月) ⇒ ４月６日(土) 

理由：創立 65周年記念式典の為 

場所：福山ニューキャッスルホテル 

≪休会≫ 

日時：４月１日(月) 

理由：定款第 8条第 1節 

日時：４月２９日(月) 

理由：法定休日（昭和の日の振替休日） 

福山丸之内 RC 

≪変更≫ 

日時：４月１日（月）  

⇒ ４月２日（火） 19：00～21：00 

理由：花見例会の為  

場所：福山ニューキャッスルホテル１６階 

日時：４月 15日(月) ⇒ 同日 12：30～14：30 

理由：職場例会の為 

場所：舞ダンスアカデミー明神町スタジオ 

（福山市明神町 1-8-2） 

日時：４月 22日（月） 

⇒ 4月 21日（日） 10：00～13：00 

理由：こばとこども会ボウリング交流会の為 

場所：福山パークレーン（福山市南手城町 4-24-20） 

≪休会≫ 

日時：４月 29日（月）  

理由：法定休日（昭和の日） 

鞆の浦 RC 

≪変更≫ 

日時：2019年 4月 2日(火) ⇒ 同日 18：30～ 

場所：明円寺 境内 

理由：花見夜間例会 

日時：2019年 4月 16日(火) ⇒ 同日 11：30～ 

場所：当クラブ事務所 

理由：100万ドル例会 

≪休会≫ 

日時：2019年 4月 30日(火) 

理由：定款第８条第１節 

福山南 RC 

≪変更≫ 

日時：4月 18日(木) ⇒ 4月 21日(日) 10：00～ 

場所：福山少年自然の家 

理由：日本宇宙少年団 福山南ローズスター分団

との共催例会 

「水ロケットの製作と打ち上げ大会」 

福山西 RC 

≪休会≫ 

日時：４月３０日（火）  

理由：クラブ細則第５条第２節 

松永 RC 

≪変更≫ 

日時：4月 1日(月) ⇒3月 31日(日)AM7：00～ 

場所：藤棚・さくら公園周辺 

理由：清掃奉仕 

●表彰 



日時：４月 15日(月）⇒14日(日）AM7:00～ 

場所：岡山県高島（漁業体験） 

理由：春の家族会 

日時：４月２２日（月）  

場所：福山西消防署 

理由：職場例会 

≪休会≫ 

日時：４月２９日（月）・５月６日（月） 

理由：休会（法定休日 昭和の日）（振替休日） 

＜配布物＞ 

・次年度理事・役員・委員会構成（案） 

・次年度ＲＩ会長テーマと地区運営方針 

・米山学友会会報 

＜回 覧＞ 

・財団室ニュース 

・ハイライトよねやま 

・広島弁護士会広報誌及び記念シンポジウムの 

 ご案内 

 

●出席報告 

本日出席率 82.60％ 

（出席者38名 欠席者17名 出席免除者9名） 

前々回(3/5)修正出席率 72.34％⇒89.36％ 

 

●委員会報告 

・R財団委員会 

 「100万ドルの食事会」の説明 

・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＞ 

会員入会記念祝 

森原久美子さん  2010年 3月 16日 

村井祐介さん  2013年 3月 26日 

清水朗弘さん  2015年 3月 2日 

＜申告スマイル＞ 

◆橋本慎吾 会長 

 本日は 100万ドルの食事例会です。吉池会員、

いつもご協力ありがとうございます。又、本日の

プログラム「PETS 報告」、西川会長エレクト、

宜しくお願い申し上げます。 

◆西川和吉 副会長 

 本日は、「PETS 報告」させて頂きます。聞き

なれないロータリー用語があるかと思いますが、

最後までご清聴くださいますようお願い申し上

げます。 

◆原 隆之 幹事 

 西川会長エレクト、「PETS 報告」宜しくお願

い申し上げます。又、本日は 100 万ドルの食事

例会です。ご協力お願い申し上げます。 

◆今川忠男 パスト会長 

 本日は 100 万ドルの食事例会です。本日の節

約額を、米山奨学会に寄付させていただきます。

ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。 

◆眞田奈津基 パスト会長 

 3月 16日に、弊社創立 50周年の式典・祝賀会

を開催させて頂きました。多くの方々に祝って頂

き、心から感謝申し上げます。今後も「職業奉仕

の精神」を持ち、挑戦し続けることで、少しでも

社会貢献に繋がるよう活動してまいります。本当

にありがとうございました。 

◆熊田祐介 会員 

 人事異動により 2 月から、ニューキャッスル

ホテル 1 階「レストラン ロジェ」の店長に着

任いたしました。気軽にお立ち寄りください。今

後とも宜しくお願い申し上げます。 

◆中根基博 会員 

 本日は都合により、早退させて頂きます。申し

訳ございません。 

◆瀬川貴夫 会員 

 本日は都合により、途中退席いたします。申し

訳ございません。 

 

●プログラム 



＜PETS報告＞ 

西川和吉 会長エレクト 

 

 

※ 次回例会案内 

2019年 4月 2日(火) から変更 

2019年 4月 6日(土) 12：00～ 

花見家族例会 

場所：ホテルいんのしま 

 
 


