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●点 鐘  原 隆之 会長 

●ソ ン グ  「君が代」「奉仕の理想」  

●プログラム   徳永雅俊パスト会長 卓話 「創立記念日について」 

●ﾋﾞｼﾞﾀｰ   ㈱夢工房 代表取締役 徳永治夢 様  ㈲企画救助隊 代表 浦上良人 様

●会長の時間 

 

 会員の皆様、いつもご苦労様です。１０月に入

って秋らしくなり、寒暖差を感じる季節になって

参りました。コロナ感染にも引き続き注意をしな

がら、風邪を引かないように体調管理には充分に

気を付けて頂きたいと思っております。本日は、

ビジターに浦上良人さんと、徳永治夢さんにお越

し頂いております。当クラブの雰囲気を感じて頂

き、楽しんでいただければと思っております。 

また会員の皆様も、温かく接して頂ければと思い

ます。次に、前回の例会は、観月夜間例会という

事で多くの会員の皆様にご出席をいただき、厚く

御礼申し上げます。今回は梅西親睦委員長を中心

に、おもしろく楽しい雰囲気の懇親会にして頂き、

又アトラクションには 3 回目となりますが、国内

外で活躍されております箏奏者の木原朋子様をお

迎えして、優雅なひと時で心を癒し楽しませて頂

きました。また、河村会員が経営致しております

福山プラザホテルでは、おいしい心のこもった料

理を提供して頂き、又、門田パスト会長経営の勉

強堂さんのお月見だんごで花を添えて頂きました。

関係各位のみなさまに感謝申し上げます。 

そして、本日は引き続き門田パスト会長から創立

記念例会の御祝いとして会員の皆様に、勉強堂の

お菓子「最中」を差し入れて頂きました。門田パ

スト会長、誠にありがとうございました。心より

感謝申し上げます。また、観月例会後の二次会で

も多くの方々に参加して頂き、和気あいあいと皆

さんが穏やかに丸く親睦を深めることが出来たよ

うに思います。コロナ禍以前の福山赤坂ロータリ 

ーの雰囲気を少し感じることが出来た二次会のよ

うに思います。創立会長が創ってこられた福山赤

坂ロータリーらしさを土台に、楽しくなければロ

ータリーでない、を引き続き努力して行こうと思

っております。しかしながら、今回は恒例の藤原

名誉会員による「月について」の卓話をコロナ禍

の影響で行って頂くことが出来なかった事を残念

に思っております。しかし、次年度には、状況 

が変わり藤原名誉会員に卓話をして頂ける日が来

るよう期待をしている所でございます。 

次に理事会の報告をさせて頂きます。本日１１：

３０より事務局にて理事会を行いました。まず、

プログラムについてと予算実行状況の報告と、善

行児童表彰推薦者の件と東京赤坂ロータリークラ

ブとの交流について、また新入会員推薦、中川達

也さんと影浦宏樹さんについての協議をし、承認

を頂きました。さて本日は、年に一度の創立記念

例会で創立２４回の記念例会となり、来年は創立

以来２５周年の節目を迎える年になる訳でござい
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ますが、クラブのスタートは、このバナーに描か

れているぶどうの実の数と同じ２７名でスタート

されました。このぶどうの実２７個は創立時のチ

ャーターメンバー1 人 1 人を表されております。

松永ロータリークラブから真田創立会長がお一人

だけ出られ、我が福山赤坂ロータリークラブの 

立ち上げ奔走されました。また、立上げに情熱を

注いで頂いた皆様方に、心より敬意を表したいと

思います。本日のプログラムは、創立記念例会で

徳永パスト会長による卓話をして頂きます。今ま

での歴史を振り返りながら、色々なお話をして頂

ける事を楽しみにしております。どうぞ宜しくお

願い致します。以上、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 

≪例会変更≫ 

日 時 ： 10 月 23 日(金) →  

同日 19：00～21：00  

場 所 ： レセプション＆カンファレンス  

      元町ホール 

理 由 ： 親睦家族夜間例会のため 

 

＜配布物＞ 

1. ロータリーの友及びガバナー月信 10 月号 

2. ロータリー米山記念奨学事業豆辞典 

3. 新入会員推薦のお知らせ 2 名（ご返却下さい） 

 

＜回 覧＞ 

1. 2021-22 年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐任命についてご報告 

2. 財団室ニュース 

3. 米山記念奨学会事業報告書 

4. 米山賛助会員申し込み表 

 

●出席報告 

本日出席率 82.98％  

（出席者 39 名 欠席者 10 名 出席免除者 4 名） 

前回修正出席率 89.36％（メークアップ 13 名） 

 

●委員会報告 

・親睦委員長（観月例会の御礼） 

・米山奨学会委員長（賛助会員募集のお願い） 

・広報雑誌等委員長（R の友紹介） 

●スマイル BOX 

＜義務スマイル＞ 

会員誕生祝 

岩永光司  10 月 1 日  

谷口宏樹  10 月 24 日 

桑田真由美    10 月 2 日 

𠮷元友浩   10 月 2 日 

清水朗弘   10 月 8 日 

佐渡伸基   10 月 11 日 

岡田員宗   10 月 24 日 

下宮鉄雄  10 月 29 日 

天満博之  10 月 4 日 

岡田祥平  10 月 6 日 

パートナー誕生祝 

武郷義昭令夫人 美子 さま 10/9  

山内 透令夫人 涼子 さま 10/10 

 

＜申告スマイル＞ 

◆原 隆之 会長 

 本日は、ビジターに㈱夢工房 代表取締役 徳

永治夢様と㈲企画救助隊 代表 浦上良人様、よ

うこそ福山赤坂 RC お越し頂きました。ロータリ

ーを楽しんで頂ければと思います。又、本日は徳

永パスト会長による『創立記念日について』の卓

話、宜しくお願い致します。又、門田パスト会長

より、モナカの差し入れありがとうございます。 

◆石井 宏和 副会長 

 前回の例会を急遽欠席してしまい申し訳あり

ませんでした。又、本日の卓話、徳永パスト会長、

楽しみにしています。宜しくお願い致します。 

◆平井 啓博 幹事 

 本日のゲスト㈱夢工房 代表取締役 徳永治

夢様、㈲企画救助隊 代表 浦上良人様、ようこ

そ福山赤坂ロータリークラブにお越し下さいま

した。楽しんで下さい。本日の卓話、徳永パスト

会長による卓話『創立記念日について』どうぞ宜

しくお願い致します。 



◆徳永 雅俊 パスト会長 

 本日は眞田創立会長の代わりに『創立記念日に

ついて』卓話させて頂きます。眞田会長の様に上

手くお話出来ませんが何卒宜しくお願い致しま

す。 

◆橋本 慎吾 パスト会長 

 一心グループ様にドイツのスポーツカーを、一

真様にドイツの最高峰車を、人生で最速の契約･

納車させて頂きました。ありがとうございました。 

◆梅西 大輔 会員 

 親睦委員長として最初のミッションでありま

した観月夜間例会を無事やり遂げる事が出来ま

した。ご協力して下さった皆様、本当にありがと

うございました。さらにレベルアップを目指し頑

張りますのでよろしくお願いいたします。 

◆谷口 宏樹 パスト会長 

 創立記念例会を公務の為欠席となり残念です

が、本日は福山西クラブへのガバナー補佐訪問と

なっています。徳永パスト会長、動画視聴楽しみ

にしております。 

◆渡辺 弘子 会員 

 所用の為、欠席させて頂きます。誠に申し訳ご

ざいません。 

 

●プログラム 

①徳永雅俊パスト会長 卓話  

テーマ「創立記念日について」 

 
 

 
 

 
 

※次回例会 

10 月 13 日㈫ 12：30～ 一心ビル例会場  

国際奉仕委員会によるゲスト卓話 

 

 


