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例会場 / 事務局 福山市赤坂町赤坂 1276 一心ビル 3F

Rotary Opens Opportunities

原 隆之 会長

●ソ ン グ

「我等の生業」

●ｹﾞ ｽ ﾄ

芦田川環境マネジメントセンター 環境カウンセラー 蔵本 成洋 様

●ﾋﾞｼﾞﾀｰ

なし

●プログラム

ゲスト卓話（プログラム委員会）芦田川環境マネジメントセンター
環境カウンセラー 蔵本 成洋 様

テーマ「芦田川環境マネジメントセンターの取組み」

●会長の時間
また本日事務局にて３月の理事会を行いました。
まず、プログラムの件についてと、実行予算状況
の報告と４月３日の花見例会についてと鈴木会員
の休会承認などについて協議を行い、いずれも承
認されました。
さて先週の３月６日に、2020-21 年度 RI 第 2710
地区 G10・11 合同インターシティーミーティング
が開催されました。この度は、福山丸の内ロータ
リークラブと福山赤坂ロータリークラブが合同で
ホストクラブとして開催しました。谷口ガバナー
会員の皆様におかれましては、ご多忙の中いつ
も例会に出席をして頂き、ありがとうございます。
本日はゲストに、芦田川環境マネジメントセンタ
ー環境カウンセラー蔵本様にお越しを頂いており
ます。後程、卓話も行って頂きますが、当クラブ
の雰囲気を感じて楽しんで頂ければ幸いです。ま
た、先程

辰巳

彰英さんの入会式を行う事が出

来ました事を、大変嬉しく思っております。当ク
ラブに一日も早く溶け込んで皆さんと交流を深め
て頂ければと思います。改めまして、おめでとう
ございます。そして、推薦者の今川忠男さん、佐
藤泰之さん、ご推薦して頂きありがとうございま
した。そして、本年度の会員増強に関しては、会
員維持も含め、純増３名ですが、この度の辰巳会
員の入会で目標達成を致す事が出来ましたが、引
き続き会員増強に皆様のご尽力を賜ります事、宜
しくお願い致します。

補佐、東森ガバナー補佐幹事、今川 IM 実行委員
長、橋本 IM 副実行委員長並びに部会長の皆様を
初め、関係各位の皆様にはホストクラブとして抜
かりのないスクラムを組んで頂き、そしてこの度
は初めてのライブ配信による IM と言う事であり
ましたが、盛会裏に終わる事が出来ました事を心
よりお礼感謝申し上げます。私がひとつ耳に残っ
た言葉が、講師のジェイ・ウィル・パートナーズ
の佐藤社長が「コロナ禍転じて福の山」のテーマ
は素晴らしい「よそでも使わせてもらっても良い
ですか」の言葉が耳に残り、テーマを考えた橋本
IM 副実行委員長に敬意を表する所でございます。
それでは、本日のプログラムは蔵本様による「芦
田川環境マネジメントセンターの取組み」と言う
テーマで卓話を行って頂きます。本日も宜しくお
願い致します。以上、会長の時間を終わります。

●新入会員入会式

●幹事報告

＜辰巳

＜例会変更・休会のお知らせ＞

彰英さん＞

（推薦者：今川パスト会長、佐藤

泰之会員）

なし

＜配布物＞
①卓話資料
②ゲストプロフィール
③ロータリーの友並びにガバナー月信 3 月号
＜回

覧＞

①4/3 花見例会の出欠表
●出席報告
本日出席率

53.06％

（出席者 26 名

欠席者 23 名

前回修正出席率

出席免除者 5 名）

87.75％

●委員会報告
１．IM 実行委員会（IM ご協力の御礼）
２．親睦活動委員会（花見例会ご案内）
３．スペシャル例会のご案内（プログラム委員会）
●スマイル BOX
＜義務スマイル＞
会員結婚記念祝い
原

隆之会長

1983/3/27

池上

創さん

2009/3/23

山内

透さん

1974/3/20

村上雄平さん

2009/3/14

佐々木

2018/3/10

翔陽さん

＜申告スマイル＞
◆原

隆之

会長

本日は芦田川環境マネジメントセンター環境カ
ウンセラー蔵本

成洋様ようこそお越しいただき

ました。後ほど卓話していただきますがよろしく
お願いいたします。また本日は新しく辰巳

彰英

さんが入会され、ロータリアンになられました。
歓迎いたすとともに 1 日も早くなれ親しんでいた
だきたいと思います。最後に先日ホストクラブと
して IM を開催いたしましたが今川 IM 実行委員長
と皆様の協力の元、無事に終わることが出来、感

謝致しております。
◆石井

宏和

た、谷口ガバナー補佐は主催の大役、ご苦労様で
した。そして、今川実行委員長、橋本副実行委員

副会長

長を始めとする実行委員会のメンバーの皆さん、

本日のゲスト芦田川環境マネジメントセンター
環境カウンセラー

蔵本

ご苦労様でした。福山赤坂ロータリークラブの団

成洋様ようこそお越し

結力や実行力がしっかりアピールできたことと思

くださいました。卓話よろしくお願いします。

います。本日入会される辰巳さん、入会おめでと

そして、本日より入会の辰巳

彰英様入会おめで

うございます。尽力された平井さん、今川さん、

とうございます。早く慣れていただき、一緒に頑

佐藤さんに敬意を表し、また、辰巳さんのロータ

張っていきましょう。また土曜日に行われたイン

リーでの活躍を祈念しましてスマイルさせていた

ターシティーミーティング、大変お疲れ様でした。

だきます。

谷口ガバナー補佐、東森ガバナー補佐幹事、大変
お疲れ様でした。今川実行委員長、橋本副実行委

◆松浦

宏次

会員

員長の熱い熱い情熱と皆様のご協力ではじめての

皆様 IM お疲れ様でした。会場部会では舞台の

リモート開催も大成功にできたと思います。あり

設営を担当させていただきました。おかげさまで

がとうございました。

成功に終わることができました。ありがとうござ

◆平井

啓博

いました。

幹事

本日も例会出席ありがとうございます。本日の

◆山本

秀樹

会員

プログラム委員会によるゲスト卓話

3 月 6 日に開催されました IM におきましては会

芦田川環境マネジメントセンター環境カウンセラ

員の皆様方のご協力により無事実施されましたこ

ー

と、IM 総務部

プログラム
蔵本

成洋様、楽しみにしています。どうぞ

よろしくお願いします。

本日ご入会の辰巳

部会長として心より感謝申し上げ

彰

ます。総務部といたしましては、各方面への礼状、

英さん、ご入会おめでとうございます。早くクラ

会計等、まだ職務が残っておりますので、引き続

ブになじまれて、楽しいロータリーライフを過ご

き、気を引き締めてまいりたいと思います。

していきましょう。
◆畑

弓子

副幹事

本日のゲスト卓話
ンター

◆熊田

祐介

会員

3 月 6 日ＩＭ大変お疲れ様でした。オンライン
芦田川環境マネジメントセ

環境カウンセラーの蔵本

での初開催、会員の皆様のご協力により大成功に

成洋様よろし

終わりましたことを大変うれしく思います。塚本

くお願いします。3 月 6 日の IM 無事終えることが

さんとともに皆様の汗をかいている姿をカメラに

でき皆様ありがとうございます。そしてお疲れ様

おさめて記録に残しています。

でした。
◆今川

◆佐藤
忠男

パスト会長

会員

辰巳さん、本日はご入会おめでとうございます。

3 月 6 日 IM 開催が無事に終わり安堵しています。
皆様には、今までご支援ご協力をいただき心より
御礼申し上げます。本日の打ち上げ

泰之

お時間の許

これから共に機会の扉を開いてまいりましょう。
◆辰巳

彰英

会員

す限りご参加お願いします。そして新会員の辰巳

本日は福山赤坂ロータリークラブに入会させて

さん入会おめでとうございます。赤坂ロータリー

いただきありがとうございます。一生懸命頑張っ

クラブで一緒に学び楽しみましょう。

ていきますのでよろしくお願いします。

◆眞田

◆橋本

奈津基

パスト会長

3 月 6 日の IM、皆さん大変お疲れ様でした。ま

慎吾

パスト会長

先週末の IM では皆さんのお力で大成功に終え

ることができました。ありがとうございました。
また本日は早退いたします。夜の IM 打ち上げで
はよろしくお願いします。
◆吉池

覚

●プログラム
・ゲスト卓話（プログラム委員会）
芦田川環境マネジメントセンター

会員

環境カウンセラー

本日、所用のため早退いたします。申し訳ござ

蔵本

成洋

様

いません。スマイルいたします。

テーマ

◆桑田

「芦田川環境マネジメントセンターの取組み」

真由美

会員

体調悪いので欠席します。すみません。
◆吉元

友浩

会員

IM では今川実行委員長を始めとする関係者の
皆様、大変お疲れ様でした。所用により欠席いた
します。

※次回例会

3/16

休会

3 月 23 日㈫12：30～

一心ビル例会場
PETS 報告

