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●点 鐘  西川和吉 会長 

●ソ ン グ  [手に手つないで] [四つのテスト] 

●プログラム  会員卓話 米山奨学会委員会 杉原康生パスト会長 「米山について」 

●会長の時間 

 

皆さん、こんにちは。 

前回の例会は、観月夜間例会という事で、時間・

会場の変更で２回目の鷗風亭さんでの例会でした

が、多くの会員の皆さんに出席いただき誠にあり

がとうございます。天気も良く、綺麗なお月様を

期待していましたが、窓の反対の方向へ移動しま

したので、観月鑑賞が少しの時間でしたが、皆さ

んそれなりに楽しんでいただけたと思っています。

そして、懇親会の場を盛り上げていただいた、石

井幹事・河村親睦委員長ありがとうございました。 

昨日９月２３日に第９回天野杯ロータリー親睦

野球大会が行われました。３連覇を目標に野球部

の皆さんに頑張っていただきました。橋本監督、

石井キャプテンをはじめ野球部の皆さん、又応援

に参加していただいた会員の皆さんありがとうご

ざいました。昨日の天気は、台風一過で晴れ晴れ

としていいコンディションでした。野球部の会員

の皆さんにおかれましては、楽しくそして大きな

ケガも無くプレーをしていただきました。又応援

で参加していただいた会員の皆さんにおかれまし

ては、熱い応援をしていただきました。しかし、

残念ながら１勝１敗で惜しくも準優勝でした。来

年は、ユニフォームを一新して優勝を目指します

ので、応援いたしましょう。 

先程、今川Ｒ財団委員長より１００万ドルの食

事についてのご説明がありましたが、もう一度お

さらいをしてみたいと思います。１００万ドルの

食事は、ロータリー財団募金の一つで、１９６０

年～６１年にかけてロータリーの会員数が５０万

に達したとき、アメリカのマサチューセッツ州の

チェスター・クラックの提案により呼びかけられ

たもので、食事を粗食にして２ドル節約すれば世

界中で１００万ドルが財団資金として拠出できる

としたものです。２ドルを節約すると当時の５０

万人のロータリアンで１００万ドルになるという

所からこの名称が出来たそうです。今の会員数は、

約１２０万人になっているので、当時に比べても

多くの国際奉仕への資金に繰り入れられています。 

さて、本日のプログラムは、杉原パスト会長の

「米山について」です。米山月間は、１０月です

が年間のプログラム予定の関係で少し早いのです

が、杉原パスト会長に卓話をお願いいたしました。

杉原パスト会長、卓話よろしくお願いします。 

最後に、先週から気温が下がって秋を思わすよ

うな季節になっています。季節の代わり目は体調

を崩しやすいので、お体に十分気を付けていただ

きたいと思います。 

以上で会長の時間を終わります。 
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●幹事報告 

＜例会変更・休会のお知らせ＞ 

福山南 RC 

≪変更≫ 

日時：10月 24日(木) → 10月 27日(日) 

場所：リーデンローズ（ふくやま芸術文化ホール）  

理由：地区大会参加のため 

日時：10月 31日(木) → 同日 18：30～ 

場所：福山ニューキャッスルホテル 

理由：地区大会報告夜間例会のため 

≪休会≫ 

日時：10月 3日(木) 

理由：定款 8条第 1節 

日時：10月 17日(木)  

理由：定款 8条第 1節 

福山北 RC 

≪変更≫ 

日時：10月 11日(金) → 同日 12：00～ 

場所：福山鯉城学院  

理由：職場例会のため 

日時：10月 25日(金) → 10月 27日(日) 

場所：リーデンローズ  

理由：地区大会参加のため 

≪休会≫ 

日時：10月 18日(金) 

理由：定款 8条第 1節 

福山丸之内 RC 

≪変更≫ 

日時：10月 7日(月) → 同日 19：00～21：00 

理由：1000回記念例会のため  

場所：福山ニューキャッスルホテル 

日時：10月 21日(月) → 同日 19：00～21：40 

理由：ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問・ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑのため  

場所：福山ニューキャッスルホテル 

日時：10月 28日(月) → 10月 27日(日) 

理由：地区大会参加のため 

場所：リーデンローズ  

 

≪休会≫ 

日時：10月 14日(月) 

理由：法定休日（体育の日）のため 

福山西 RC 

≪変更≫ 

日時：10月 22日(火)→ 10月 27日(日)9：00～ 

場所：リーデンローズ(ふくやま芸術文化ホール） 

理由：地区大会参加のため 

≪休会≫ 

日時：10月 22日(火) 

理由：即位礼正殿の儀のため 

福山 RC 

≪変更≫ 

日時：10月 28日(月) → 10月 27日(日) 

理由：地区大会参加のため 

場所：リーデンローズ 

≪休会≫ 

日時：10月 14日(月) 

理由：法定休日（体育の日）のため 

鞆の浦 RC 

≪変更≫ 

日時：10月 15日(火) → 同日 18：00～ 

場所：季節料理 衣笠 

理由：ガバナー公式訪問 

日時：10月 29日(火)→10月 27日(日)12：30～ 

場所：リーデンローズ 

理由：地区大会参加のため 

福山東 RC 

≪変更≫ 

日時：10月 23日(水)→10月 27日(日)11：00～ 

場所：リーデンローズ 

理由：地区大会参加のため 

日時：10月 30日(木) → 11月 4日(日)6：50～ 

場所：福山カントリークラブ 

理由：Ｇ10・11合同親睦ゴルフ大会主催のため 

≪休会≫ 

日時：9月 25日(水) 

理由：定款 5条第 1節 



＜配布物＞ 

・ロータリーの友並びにガバナー月信 9月号 

・予納金明細書 

・草戸千軒ミュージアム展示会のご案内 

・ばらのまち福山国際音楽祭のご案内 

・ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学事業 2019-20年度版豆辞典 

 

＜回 覧＞ 

・ハイライト米山 

・Ｇ10・11合同親睦ゴルフ大会の出欠表 

 

 

●出席報告 

本日出席率 83.67％ 

（出席者 41名 欠席者 8名 出席免除者 4名） 

修正出席率 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 

・親睦活動委員会 

  観月夜間例会の御礼 

・野球同好会 

  天野杯野球大会の報告 

 

 

●スマイル BOX 

＜義務スマイル＞ 

会員入会記念祝 

佐渡伸基さん   2 0 15 年 9 月 7 日 

渡辺弘子さん   2 0 15 年 9 月 7 日 

頓行一雄さん   2 0 15 年 9 月 7 日 

野田和秀さん   2 0 15 年 9 月 7 日 

岡田員宗さん   2 0 15 年 9 月 7 日 

池上 創さん   2016 年 9 月 26 日 

佐々木翔陽さん  2016 年 9 月 26 日 

 

＜申告スマイル＞ 

◆西川和吉 会長 

前回の観月夜間例会に多くの会員の皆様に出

席していただきありがとうございました。また、

昨日の天野杯ロータリー親睦野球大会に参加し

ていただきました野球部の皆様、会員の皆様、準

優勝おめでとうございます。 

◆原 隆之 副会長 

昨日は天野杯ロータリー親睦野球大会にて橋

本監督、石井キャプテンのもと、準優勝をされま

した。3連覇とはなりませんでしたが皆さんのチ

ームプレイ、とても素晴らしかったです。応援し

て下さった皆さんもご苦労様でした。 

本日のプログラム『米山について』の卓話、杉原

パスト会長よろしくお願いいたします。 

◆石井宏和 幹事 

昨日行われた第 9 回天野杯ロータリー親睦野

球大会にて第２位の成績をおさめることができ

ました。当日参加していただいた皆様、また応援

に来ていただいた皆様、本当にありがとうござい

ました。 

◆杉原康生 パスト会長 

おかげさまで、母の四十九日の法要が無事終わ

りました。ありがとうございました。少々ですが

スマイルさせていただきます。 

◆谷口宏樹 パスト会長 

昨日行われた天野杯ロータリー親睦野球大会

に参加された皆様、大変お疲れ様でした。来年度

は王座奪還に向けてがんばりましょう！ 

◆橋本慎吾 パスト会長 

昨日の天野杯ロータリー親睦野球大会で、補強

選手なしで見事準優勝となりました。また、この

大会を機に女性応援団を結成し、ユニフォームま

で作成いただき、大きな力となっていただきまし

た。今後ガバナー杯を見据えて、新ユニフォーム、

新チームを結成いたします。ぜひとも会員の皆様

の新加入をお待ちしています。 

◆清水朗弘 会員 

天野杯ロータリー親睦野球大会、皆様お疲れ様

でした。私も最後の大切なところで、お気遣いを



いただき出場させていただきました。何とかその

お気持ちに報いることができたのではないかと

思っております。有り難うございました。 

◆池上 創 会員 

昨日の天野杯ロータリー親睦野球大会に参加

させていただきありがとうございました。また、

西川会長はじめ多くの皆様に応援をしていただ

きありがとうございました。3連覇できなかった

のは私のせいだと深く反省しております。次回は

がんばります。 

◆村上雄平 会員 

昨日の天野杯ロータリー親睦野球大会にご参

加の皆様、お疲れ様でした。最年少でありながら

みっともないプレイをいたしまして申し訳ござ

いませんでした。準備運動でくたばっておりまし

た。来年に向けてコツコツと体力づくりをして参

りますので、今年の事は許してください。 

◆畑弓子会員、森原久美子会員、下宮典子会員、 

渡辺弘子会員 

 
昨日の、天野杯ロータリー親睦野球大会での準

優勝おめでとうございます。監督、キャプテン、

選手のみなさんお疲れ様でした。女子応援も大会

に備えてユニフォームを揃えました。また MVP

賞を女子応援部がいただきました。ありがとうご

ざいました。 

◆平井啓博 会員 

仕事の都合で欠席します。申し訳ございません。

本日のプログラム、杉原パスト会長による卓話

『米山について』どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

◆ 本友浩 会員 

所用のため欠席させていただきます。 

●プログラム 

＜会員卓話＞ 

米山奨学会委員会 杉原康生パスト会長 

「米山について」 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 次回例会 

2019年 10月 1日（火）12：30～ 

 Ｒ財団委員会 ゲスト卓話「災害の現実」 

福山地区消防組合南消防署 瀬戸出張所 

所長 川崎憲和様 

 



◆◆ 第 9回天野杯ロータリー親睦野球大会 ◆◆ 

 

2019年 9月 23日（月） 

第 9回天野杯ロータリー親睦野球大会が 

福山市民球場で開催されました。 

 

 

 

＜8：00 開会式＞ 

参加 5チーム 

 

前年優勝チームとして優勝カップの返還 

（石井キャプテン） 

 

天野肇パストガバナーの挨拶 

 

 

 

 

 

 

＜10：50 第一試合目＞ 

いよいよ三連覇を目指してプレーボールです 

 

赤坂女子応援団も勢揃い 

 

応援にも熱がはいります 

 



池上創投手も力投しました 

 

しかし・・・残念ながら敗戦 

 

＜13：00 第二試合目＞ 

さあ！気持ちを切替えてまいりましょう！！ 

 

橋本慎吾パスト会長の快投 

 

この試合に勝利し、準優勝を決めました！！ 

 

谷口宏樹パスト会長、チームの盛り上げ役 

ありがとうございました！！ 

 

 

 

 

 

 

 

来年は優勝奪還に向けて 

がんばりましょう！！ 

 


