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●点 鐘  原 隆之 会長 

●ソ ン グ  「我等の生業」 

●プログラム  国際奉仕委員会 ゲスト卓話  

テーマ『海外の世界を知ること〜将来の日本を担う私たちが感じるべきものとは〜』 
●ｹﾞ ｽ ﾄ  オーストラリア メルボルン大学 医学部 2 回生 高田 佳歩（たかた かほ） 様

●会長の時間 

 

 会員の皆様には、大変ご多忙中の所、いつも例

会に出席して頂きありがとうございます。 

本日はゲストに、オーストラリア メルボルン大

学 在学生の高田佳歩様にお越し頂いております｡

ありがとうございます。当クラブの雰囲気を感じ

てもらい、楽しんで頂ければと思います。 

 さて、前回の例会では「創立記念日について」

というテーマで徳永パスト会長に卓話をして頂き

ました。徳永パスト会長が眞田創立会長の「思い」

を伝えられ、立ち上げ時から情熱を注いでこられ

た事など、歴史を振り返りながら貴重なお話をし

て頂きました。心より感謝申し上げます。また、

福山赤坂 RC のメンバーは地域を越えて広範囲に

渡っておりますが、今後も創立会長が創ってこら

れた「福山赤坂ロータリークラブらしさ」を継続

し、福山赤坂 RC を聖地と思い、共に歩んで行っ

て頂きたいと思っております。 

さて、今月は「経済と地域社会の発展月間と米

山月間」の月でもあります。先月になりますが、

中根 米山奨学会委員長に「米山の歴史について」

卓話を行って頂きました。誠にありがとうござい

ました。 

次に昨日、東京赤坂 RC と福山赤坂 RC との姉

妹クラブ間の情報交換交流の為、第２回目となる

ZOOM 会議を行いました。議題に関しては、「名

簿の交換について」「交流会の在り方について」「卓

話情報の共有について」等で、議論を交わしまし

た。また、東京赤坂 RC では『姉妹クラブ委員会』

を立ち上げておられ、今後交流していく上に於い

て当クラブでも同様の委員会の必要性を感じまし

たので、職業奉仕委員会の下宮委員長に「姉妹ク

ラブ委員会」の委員長を兼任して頂く事で進めて

参る事となりました。相互のクラブが交流して、

裾野を広げ、会員の皆さんの職業のメリットにも

繋がって参ればと思っております。 

 さて、今年度の福山赤坂 RCの会員増強目標は、

純増３名以上です。今年度１名の退会者が出てお

り、５２名から５１名に減っておりましたが、し

かし、この度 2 名の入会が決定いたしました。会

員維持と会員増強５５名以上を達成するには、あ

と２名以上の入会者が必要となって参ります。是

非とも、皆様のお力添えを賜ればと思っておりま

す。入会者推薦のご協力をどうぞ宜しくお願い申

し上げます。 

それでは、本日のプログラムは国際奉仕委員会

のゲスト卓話で、オーストラリア メルボルン大学 
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在学生 高田佳歩様に、「海外の世界を知る事〜将

来の日本を担う私達が感じるべきものとは〜」と

題して卓話を行って頂きます。お話を楽しく聞か

せて頂ければと思っております。宜しくお願い致

します。以上、会長の時間を終わります。 

 

●ポールハリスフェロー表彰 

徳永 雅俊さん 

瀬川 貴夫さん（欠） 渡辺 弘子さん 

岡田 員宗さん    野田 和秀さん（欠） 

清水 朗弘さん（欠） 岡田 員宗さん 

佐木 学 さん    頓行 一雄さん（欠） 

  

 
 

●幹事報告 

＜例会変更・休会のお知らせ＞ 

福山ＲC 

≪休会≫ 

日 時 ： 11 月 23 日(月) 法定休日 

 

福山丸ノ内ＲＣ 

≪例会変更≫ 

日 時 ： 11 月 2 日(月) 

理 由 ： 定款第 7 条第 1 節 

≪休会≫ 

日 時 ： 11 月 23 日(月) 法定休日 

 

鞆の浦 RC 

≪休会≫ 

日 時 ： 11 月 3 日(月) 法定休日 

 

松永 RC 

≪取消≫ 

日 時 ： 10 月 19 日(月)  

※ （お知らせ） 

当クラブの創立 55周年記念式典を 10月 31日（土）

とお知らせしておりましたが、昨今の状況を受け、

感染防止の観点より中止と決定いたしました。 

皆様には誠に申し訳ございませんが ご理解賜り

ますようお願い申し上げます。 

ご連絡が 大変遅くなり申し訳ございませんでし

た。 

 

＜配布物＞ 

1. 第 12 回善行表彰式のご案内 

2. 創立例会記念写真 

 

＜回 覧＞ 

1. 第 12 回善行表彰式の出欠表 

2. ハイライトよねやま 

 

●出席報告 

本日出席率 76.59％  

（出席者 36 名 欠席者 11 名 出席免除者 4 名） 

前回修正出席率 95.91％（メークアップ 10 名） 

●委員会報告 

・青少年奉仕委員会（善行表彰について） 

・ゴルフ同好会  （練習について） 

 

●スマイル BOX 

＜義務スマイル＞ 

会員結婚記念祝 

門田 一治 さん  10 月 3 日  

田中 ひとみさん 10 月 7 日 

松浦 宏次 さん  10 月 16 日 

岡田 員宗 さん   10 月 10 日 

 

＜申告スマイル＞ 

◆原 隆之 会長 

 ゲストにオーストラリア メルボルン大学二

回生 高田佳歩様 ようこそ赤坂 RC にお越し頂

きました。又、本日は高田佳歩様に『海外の世界

を知る事〜将来の日本を担う私達が感じるべき

ものとは〜』と題して卓話をして頂きます。宜し

くお願い致します。国際奉仕委員の池上委員長、



事前段取りからありがとうございました。 

◆平井 啓博 幹事 

 本日もご多用中にも関わらず、例会へのご出席

誠にありがとうございます。本日のプログラム国

際奉仕委員会によるゲスト卓話、ゲストにオース

トラリア メルボルン大学二回生、高田佳歩様、

どうぞ宜しくお願い致します。 

◆池上 創 会員 

 本日のゲスト 高田佳歩様 お忙しい中よう

こそお越しくださいました。ご無理なお願いを快

く受けて下さりありがとうございます。卓話、楽

しみにしています。又、ご紹介いただいた佐々木

会員ありがとうございました。 

◆馬場 正人 会員 

所用の為欠席させて頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●プログラム 

①国際奉仕委員会 ゲスト卓話 

オーストラリア メルボルン大学  

医学部 2 回生 高田 佳歩（たかた かほ） 様  

 テーマ『海外の世界を知ること〜将来の日本を 

担う私たちが感じるべきものとは〜』 

 
 

 
 

 
 

 

※次回例会 

10 月 20 日㈫ 12：30〜 一心ビル例会場 

ゲスト卓話  

羽田俊介（はだ しゅんすけ）福山市議会議員 


