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●点鐘

：石井宏和 会⾧

●ソング

：「それでこそロータリー」

●プログラム：会員卓話

影浦宏樹

Serve to Change Lives

2021-22 年度 RI 会⾧
シェカール・メーター氏

「私について」

●会⾧の時間

して視聴することが出来ました。記念講演の尾木直
樹さんの講演の中で「共感力」というフレーズがあ
りましたが、仕事でもまた家庭の中でも活かせるも
のだと思いました。しっかりと「共感力」を高めて
いきたいなぁと思いました。また、第 2710 地区の
入退会者数の説明がありましたが、2009‐2010 年
度から 2020‐2021 年度の入退会者でトータルでは
218 名減との事でしたが、我々のクラブは＋13 名で
10 名以上純増クラブの 8 クラブの中に名前が入っ
ていました。非常に誇らしく感じましたし、25 年
を迎えてこれからも成⾧できるクラブだと思ってい
ます。また、本日お配りしている地区大会の冊子の

皆様こんにちは。本日も大変お忙しい中 10 月最初

中で色々な表彰が載っていますが、個人の部のとこ

の例会にお集まりいただき、誠に有難うございま

ろで前年度ガバナー補佐を務められました谷口パス

す。

ト会⾧が地区功労賞を受賞されております。谷口パ

さて、前回の例会は中根米山奨学会委員⾧による卓

スト会⾧、あらためて大変お疲れ様でした。おめで

話でした。普段から触れることも少なく、ちょっと

とうございます。そして、ベネファクターで原パス

難しいイメージのある米山奨学会事業ではあります

ト会⾧、マルチプル・ポールハリスフェローで徳永

が、引き続き、メンバー全員で米山奨学会事業につ

パスト会⾧、ポールハリスフェローで野田さん・岡

いて理解を深めていかなければと思います。中根委

田さん・佐木さん・瀬川さん・清水さん・頓行さ

員⾧、有難うございました。

ん・渡辺さんが表彰されています。皆さん、おめで

そして、10 月といえば 8 日に創立記念日を迎え、

とうございます。拍手

あらためて 25 年を迎えることが出来ました。チャ

また、本日は例会前に理事会が開催されましたので

ーターメンバーの皆様、そして、これまでのすべて

ご報告致します。１つ目、プログラムの件。２つ目

の会員の皆様にあらためて敬意を表したいと思いま

は予算実行状況。３つ目が善行児童・生徒表彰推薦

す。ほんとうに有難うございます。

者の件。赤坂小学校より２名。福山中学校より５

先日の 17 日、日曜日「国際ロータリー第 2710 地区

名。済美中学校より２名の推薦をいただきましたの

地区大会 in 広島が YouTube 配信で開催をされまし

で審議させていただきました。11 月 16 日の第 13

た。皆さん、ご視聴いただけたでしょうか。今回

回善行児童・生徒表彰で表彰させていただきますの

YouTube 配信という事で、いい意味でリラックス

で、是非多くのメンバーでお迎えしたいと思いま

す、ご参加の程、宜しくお願い致します。4 つ目は
同好会承認の件。眞田パスト会⾧・平井副会⾧より
「グルメ同好会」の申請をいただき、承認をさせて
頂きました。会員・家族・関係者との交流、親睦を
深めより良いロータリー活動につなげていく。とい
う事で活動の案内がありましたら是非積極的にご参
加いただければと思います。あと、「野球同好会」
からも申請がありましたので、承認いたしました。
そして、本日より緊急事態宣言も解除されましたの
で食事有の例会に戻っております。再開最初の例会
が 100 万ドルの食事という事で、吉池会員にはいつ
もご協力をいただいております。本当に有難うござ
います。岩永委員⾧からも説明がありましたように
例会食費からご協力いただいたものを寄付金に上乗
せしてロータリー財団の方へ寄付をさせて頂きたい
と思います。
そして、今週の土曜日、23 日は福山赤坂ロータリ
ークラブ創立 25 周年記念ゴルフコンペとなってお
ります。準備を進めていただいていますゴルフ同好
会の皆さん、有難うございます。急に寒くなってき
ましたが、ゴルフにはいい気候になってきたと思い
ます。ご参加の皆さん、宜しくお願い致します。
本日のプログラムは、景浦宏樹会員の会員卓話で
す。景浦会員、楽しみにしていますので、どうぞ、
宜しくお願い致します。
最後に訃報のご連絡です。17 日日曜日に塚本会員
のお父様がお亡くなりになられました。
本日葬儀で家族葬で執り行われるという事です。心
よりお悔やみを申し上げます。
それでは、あらためまして本日も最後までどうぞ、
宜しくお願い致します。
●100 万ドルの食事
本日は、100 万ドルの食事例会ということで、岩永
委員⾧より、例会で粗食の日を定め、それによって
得られた節約額を積立て、これを社会奉仕、国際奉
仕などの資金に繰り入れるもので、２ドル節約する
と当時の５０万人のロータリアン全部では１００万
ドルになるという所からこの名称になったと説明が
ありました。

●幹事報告
＜例会変更・休会のお知らせ＞
●福山ロータリークラブ
≪休会≫
日 時 11 月 22 日（月）
理 由 定款第 7 条第 1 節ｄ(1)
●福山丸之内ロータリークラブ
日 時 11 月 1 日（月）、11 月 22 日（月）
理 由 定款第 7 条第 1 節ｄ(1)
●福山西ロータリークラブ
≪変更≫
日 時 11 月 9 日(火)→ 11 月 3 日(水・祝)7：30
場 所 松永カントリークラブ
理 由 Ｇ10・11 合同親睦ゴルフ大会開催の為
＜配布物＞

① R の友並びにガバナー月信
② 地区大会冊子
＜回 覧＞
① 11/16 善行児童・生徒表彰の出欠表

② ハイライトよねやま

原 隆之 パスト会⾧
本日の卓話、テーマ「私について」影浦さん楽しみ

●出席報告

にしています。今度、門田パスト会⾧が経営されて

本日出席率 77.55％
出席者 38 名 欠席者 11 名

免除者 2 名

前回の修正出席率 76.00％

おられる勉強堂さんの本社工場移転新築工事をお世
話になることになりました。宜しくお願い致しま
す。スマイルさせていただきます。

（メークアップ 1 名）

吉池 覚

●委員会報告
① 青少年奉仕委員会（善行表彰式）

本日、諸用により早退いたします。申し訳ございま

② ゴルフ同好会（10/23 11/3）

せん。スマイルいたします。

③ 広報雑誌等委員会（R の友紹介）

瀬川 貴夫

●スマイル BOX

諸用のため、お先に失礼します。

＜義務スマイル＞
創業創立記念祝

池上 創

① 熊田祐介
福山ニューキャッスルホテル

1924/10/1

② 岡田祥平
㈱エースシステムズ

申し訳ございません。

1982/10/1

＜申告スマイル＞
石井 宏和 会⾧
本日もお忙しい中、参加いただきありがとうござい
ます。本日の卓話、影浦会員の会員卓話楽しみにし
ています。宜しくお願い致します。また、今日は１
００万ドルの食事でした。吉池会員いつもご協力い
ただき、本当にありがとうございます。
平井 啓博 副会⾧
久しぶりの例会ですね。皆さんとお会いできて改め
てうれしく感じます。本日のプログラム、影浦会員
による卓話「私について」楽しみにしています。本
日の理事会で、「グルメ同好会」が承認されまし
た。会員のみならず、ご家族、入会希望者を含めた
交友が深まる会に繋げてまいります。ご参加の程、
宜しくお願い致します。
畑

所用のため、早退させていただきます。影浦さん、

弓子 幹事

本日のプログラム会員卓話、影浦宏樹会員の「私に
ついて」です。宜しくお願い致します。

●プログラム

会員卓話 影浦宏樹 会員 「私について」

※次回例会 2021-2022 年度
10 月 26 日 12：30～ ゲスト卓話
ソフトバンク㈱IOT エンジニアリング本部中
四国 IOT 技術部
部⾧ 藤原 治己（ハルキ）様
テーマ『地域課題に寄り添ったデジタル化推
進の取り組み』

