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●ソ ン グ

[君が代] [奉仕の理想]

●ゲ ス ト

一般社団法人 福山グローバルパートナーシップ協会 専務理事 籔田 健一様

●プログラム

ゲスト卓話 籔田健一 様
テーマ『世界とつながろう！～子どもたちと福山の明るい未来のために～』

●会長の時間
て収穫し、あんずを取り入れた商品作り。また積
極的な学生さんの職場体験の受け入れ・養蜂とあ
んずとのコラボレーション等の社会貢献の卓話
は、大変有意義で私たち一人一人の社会貢献を考
える機会をいただき、誠にありがとうございまし
た。
さて、今月は、平和と紛争予防／紛争解決月間
です。隣の国、中国の習近平国家主席は、「中華
の夢」の現実を見据え、活発に富国強兵に走り。
又、アメリカのトランプ大統領は「アメリカ・フ
皆さん、こんにちは。

ァースト」を宣言しています。今や、世界の２つ

本日のゲストは、一般社団法人福山グローバル

の大国が、国際協調よりも自国の利益を優先した

パートナーシップ協会

専務理事

籔田健一様、

政策をとり始めました。アフリカからヨーロッパ

ようこそ福山赤坂ロータリークラブにお越しい

への大量難民が押し寄せ、グローバル化した世界

ただき、ありがとうございます。また、籔田様に

で、国境紛争が絶えることなく続いています。

は、テーマ「世界とつながろう！～子どもたちと

国際ロータリークラブの重点分野に「平和の推

福山の明るい未来のために～」の卓話をしていた

進」があります。毎年、武力紛争や迫害によって、

だきます。とても楽しみにしていますので、よろ

数百万人が住む場所を失い、負傷し、殺害されて

しくお願いいたします。また、本日の例会を企画

います。その 90％は民間人、さらにその半分は

していただいた、野田国際奉仕委員長、そして委

子供です。また、毎年 2 万人が、地雷によって

員会の皆さん、大変お世話になり、ありがとうご

手足や命を奪われています。未来への希望があり、

ざいました。

貧困が減り、争うまでに追い詰められることの無

先週は、職場例会ということで、門田会員の創

い世界を、どう構築することが出来るか考えなけ

業 90 周年を迎えられる勉強堂さんにご協力して

ればなりません。ロータリークラブ会員は、異文

いただき、誠にありがとうございました。また、

化への理解を深め、共生を促すために、補助金を

有限会社勉強堂

門田治己様に「企

活用して、貧困、不平等、部族対立、教育機会の

業活動を通じた社会への貢献」というテーマで卓

欠如、といった紛争の根本的原因に取り組んでい

話をしていただきました。あんずを苗木から育て

ます。とマイロータリーに掲載されています。会

代表取締役

員の皆さんも是非マイロータリーを参考にして
いただきたいと思っています。
以上で会長の時間を終わります。
●幹事報告
＜例会変更・休会のお知らせ＞
福山北 RC
≪変更≫
日時：2 月 28 日(金) → 同日 19：00～

パートナー誕生記念祝
眞田惣行 令夫人

里美さま

2月 7日

杉原康生 令夫人

里美さま

2 月 27 日

岡田直也 令夫人

亜弥さま

2 月 13 日

眞田奈津基 令夫人

美枝さま

2 月 20 日

平井啓博 令夫人

円さま

2月 4日

赤毛康倫 令夫人

恵美さま

2 月 11 日

熊田祐介 令夫人

靖枝さま

2 月 22 日

岡田祥平 令夫人

育子さま

2月 2日

場所：福山ニューキャッスルホテル
理由：夜間例会

＜申告スマイル＞

≪休会≫

◆西川和吉

日時：2 月 14 日(金)

会長

一般社団法人福山グローバルパートナーシップ

理由：定款第 7 条第 1 節

協会専務理事

薮田健一様、ようこそ福山赤坂ロ

ータリークラブにお越しいただき、誠にありがと

＜配布物＞

うございます。本日の卓話よろしくお願いします。
楽しみにしています。

・確定申告用領収証
・会員名簿

◆原

・ロータリーの友並びにガバナー月信 2 月号
・㈱クマヒラ製作所様より抜粋のつづり

隆之

副会長

本日は、一般社団法人福山グローバルパートナ
ーシップ協会専務理事

薮田健一様、ようこそ赤

坂ロータリーにお越しいただきました。本日の卓

＜回

話「世界とつながろう！～子どもたちと福山の明

覧＞

るい未来のために～」よろしくお願いいたします。

・財団室ニュース
・G10/11 合同名簿購入申し込み表

◆石井宏和

幹事

一般社団法人福山グローバルパートナーシップ
専務理事

●出席報告

薮田健一様、ようこそお越しください

ました。勉強になる卓話、よろしくお願いします。

本日出席率

76.00％

（出席者 38 名
修正出席率

欠席者 12 名

出席免除者 3 名）

◆谷口宏樹

パスト会長

先日、妻のライブコンサートでチケット販売に

なし

協力いただいた方、当日お越しいただいた方、本
当にありがとうございました。感謝の気持ちを込

●委員会報告

めてスマイルいたします。また本日の情報集会よ
ろしくお願いいたします。

・広報雑誌等委員会
ロータリーの友紹介

◆田中ひとみ

会員

先日、WEB マガジン HanakoTokyo の、『児島

●スマイル BOX

麻里子 Tokyo 会いに行きたいバーテンダー第 3 回』

＜義務スマイル＞

に次男がロングインタビューされ掲載されました。
もしよければ“会いに行きたいバーテンダー田中

会員誕生記念祝
西川和吉さん

大智”でググってご覧になってみてください。

2 月 14 日

◆野田和秀

会員

本日は、一般社団法人福山グローバルパートナ
ーシップ協会専務理事

薮田健一様に卓話をして

いただきます。国際奉仕とは何かを気づかせてい
ただけるような素晴らしいお話をいただけると楽
しみにしております。
◆徳永雅俊

パスト会長

申し訳ございません。例会を欠席させていただ
きます。
◆東森由倫

会員

先週は多くの会員の皆様に、職場例会にご出席
いただきましてありがとうございました。本来で
あれば直接お礼をお伝えするべきですが、本日は
所用のため欠席させていただきます。申し訳ござ
いません。合わせて本日の情報集会も、弊社バル
カンのご利用ありがとうございます。チーズダッ
カルビをご堪能ください。
◆𠮷元友浩

会員

所用のため早退いたします。

●プログラム
＜ゲスト卓話＞
一般社団法人
福山グローバルパートナーシップ協会
専務理事

籔田

健一様

テーマ
『世界とつながろう！
～子どもたちと福山の明るい未来のために～』

※

次回例会

2020 年 2 月 11 日（火）
休会
2020 年 2 月 18 日（火）12：30～
ゲスト卓話

◆◆情報集会・新入会員歓迎懇親会◆◆
日時：2020 年 2 月 4 日（火）
会場：鉄板 STADIUM BARKAN（バルカン）
17 時 00 分～

情報集会

18 時 30 分～

新入会員歓迎懇親会
塚本浩央さん
岡田祥平さん

≪情報集会≫

≪新入会員歓迎懇親会≫

