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●点 鐘  原 隆之 会長 

●ソ ン グ  「それでこそロータリー」  

●プログラム  R 財団委員会 岩永 光司委員長卓話 テーマ：「R 財団について」 
 

●会長の時間 

 

 会員の皆様、公私共に大変ご多用中の所、いつ

も例会にご参加頂き、厚くお礼申し上げます。 

さて、前回の例会では米山奨学会委員会の中根

委員長に、「米山の歴史について」と言うテーマで

卓話をして頂きましたが、卓話の中で途中音声の

トラブルがあり、中根委員長と皆様にご迷惑をお

かけして申し訳ございませんでした。皆さん、米

山記念奨学会とはどういった事なのか、おおよそ

の理解を深めて頂けたのではないかと思っており

ます。再度、米山記念奨学会の目的は、将来母国

と日本との懸け橋となって、国際社会で活躍する

優秀な留学生を奨学する事であり、又米山奨学生

の採用数は、年間 860 人の枠で、国際奨学団体と

しては、事業規模、採用数とも日本国内では、民

間最大であり、経済的な支援だけでなく、ロータ

リークラブ独自の世話クラブとカウンセラー制度

による支援をしておる事も特色でもあると言う事

であります。中根米山奨学会委員長に改めまして、

心よりお礼を申し上げます。また、先月の８月は、

会員増強月間でありましたが、会長と言う立場も

あり、会員増強について、まず自らが率先しなけ

れば、会員の皆様にもご協力して頂きにくいと思

い、意識して行動を致しておる訳でございますが、

おかげで３名の候補者の中から２名は、入会の意

思表示を頂く事が出来た訳でございます。また、

もう 1 名に関しては、ゲストビジターとして例会

に参加して頂いて雰囲気を感じてもらって決めて

頂ければと思っております。皆様方に、是非とも

会員増強に対してお力添えを賜ればと思っており

ます。また 9 月は、基本的教育と識字率の向上月

間でもあります。そして、9 月 29 日は観月夜間例

会が、河村会員が経営致しております、福山プラ

ザホテルにて開催致します。多くの皆様に参加し

て頂きます事を、願っております。それでは、ロ

ータリー財団岩永委員長「R 財団について」と言

うテーマで、卓話を行って頂きます。本日は、宜

しくお願い致します。 

以上、会長の時間を終わります。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＞ 

福山ＲC 

≪休会≫ 

日 時 ： 10 月 26 日(月)  

理 由 ： 定款第 7 条第 1 節 

 

2020-21 第 1052 回例会 2020 年 9 月 15 日(火) 

 



 

 

福山丸ノ内ＲＣ 

≪例会変更≫ 

日 時 ： 10 月 5 日(月)  

理 由 ： ガバナー公式訪問のため 

場 所 ： 福山ニューキャッスルホテル 

 

＜配布物＞ 

なし 

 

＜回 覧＞ 

1.  11/3（火・祝）G10/11 合同親睦ゴルフ大会  

新市クラッシックゴルフクラブ 

2 . 11/7（土）チャリティ-ゴルフ大会 

松永カントリークラブ 

3. ハイライトよねやま 

●出席報告 

本日出席率 78.72％  

（出席者 37 名 欠席者 10 名 出席免除者 4 名） 

前回の修正出席率 100％ 

（メークアップ 12 名） 

●委員会報告 

・親睦活動委員会（9/29 観月例会） 

・ゴルフ同好会（11/3 G10・11RC 

合同親睦ゴルフ大会 11/7G 大会） 

●スマイル BOX 

＜義務スマイル＞ 

創業創立記念祝 

山本 秀樹 山本電機㈱    1989/9/21 

吉池 覚 ㈱三原給食ｾﾝﾀ-   1969/9/11 

桑田 真由美 曙工芸㈱   1972/9/1 

平井 啓博 ㈱ヨシテック  1997/9/1 

𠮷元 友浩 𠮷元建設㈱  1970/9/1 

  

＜申告スマイル＞ 

◆原 隆之 会長 

 本日のプログラムの R 財団委員会、岩永委員長

『R 財団について』と言うテーマで卓話を行って

頂きます。宜しくお願い致します。又、9/29 の観

月夜間例会に多く皆様のご参加を重ねて宜しく

お願い致します。 

 

◆石井 宏和 副会長 

 朝、晩と過ごしやすくなってきました。皆様体

調管理にはお気を付けください。又、本日のプロ

グラム、岩永パスト会長、宜しくお願い致します。 

◆平井 啓博 幹事 

 本日もご多用中にも関わらず例会へのご参加

ありがとうございます。本日の卓話 R 財団委員

会 岩永委員長による卓話『R 財団について』ど

うぞ宜しくお願い致します。 

◆岩永 光司 パスト会長 

 今日は『R 財団について』卓話をさせて頂きま

す。御聞き苦しいところもあると思いますがどう

ぞ宜しくお願い致します。 

◆清水 朗弘 会員 

 本日、Ｇ10.11 親睦ゴルフコンペのご案内を回

覧しております。同ゴルフコンペには、原会長、

平井幹事杯ゴルフコンペを併催致します。どうか

多くのご参加を頂きます様お願い申し上げます。 

◆佐々木 翔陽 会員 

 前回例会におきまして、出席委員会全員が欠席

しました。油断しました。すみません。 

◆天満 博之 会員 

 今月もたくさんのスマイルありがとうござい

ました。 

◆山本 秀樹 会員 

 所用により早退させて頂きます。2 週続けて大

変申し訳ございません。 

◆東森 由倫 会員 

 本日は所用につき、早退させて頂きます。申し

訳ございません。 

◆岡田 員宗 会員 

 所用により、早退致します。 



 

 

◆山内 透 会員 

 所用の為欠席させていただきます。誠に申し訳

ございません。 

 

●プログラム 

① R 財団委員会 岩永 光司 委員長卓話 

テーマ「R 財団について」  

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

次回例会案内 

9 月 22 日 休会 

9 月 29 日 18：00～ 観月夜間例会  

場所 ： 福山プラザホテル 

 


