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●点鐘

：石井宏和 会⾧

●ソング

：「手に手つないで」「四つのテスト」

●プログラム ：ゲスト卓話

Serve to Change Lives

2021-22 年度 RI 会⾧
シェカール・メーター氏

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』

ソフトバンク株式会社 5G&IoT エンジニアリング本部 中国 IoT 技術部
部⾧ 藤原治己（ふじわらはるき）様
●会⾧の時間

景浦さんの非常に真面目な性格を知ることが出来ま
した。本当に有難うございます。今後ロータリーで
の活躍を期待しています。
そして先週の２３日土曜日は創立２５周年記念のゴ
ルフコンペが開催をされました。初めて２５周年の
冠のついた事業でしたが、準備から当日の表彰式・
懇親会までの段取りをして頂きましたゴルフ同好会
の皆さん、そして、ご参加いただきました皆さん、
本当に有難うございました。当日は天候にも恵まれ
て気持ち良くプレーする事ができました。また、ス
タート前、初の試みで徳永パスト会⾧によるドロー

皆様こんにちは。本日も大変お忙しいところ例会に

ンでの記念撮影もありました。私も初めて間近でド

お集まりいただき、誠に有難うございます。

ローンを見させていただき、子どもみたいにワクワ

本日ゲストでお越しいただきました、ソフトバンク

クした気持ちになりました。写真は後日配っていた

株式会社 5G&IoT エンジニアリング本部 中国 IoT

だけるということなので、非常に楽しみにしていま

技術部 部⾧ 藤原治己（ふじわら はるき）様、

す。徳永パスト会⾧、有難うございました。また、

5G&IoT エンジニアリング本部 中国 IoT 技術部

当日のスコアはベスグロで４人の方が並ばれるハイ

シニアプロダクトマネージャー 池羽信雄（いけは

レベルな戦いの中、優勝は松浦副幹事でした。松浦

のぶお）様 ようこそ、福山赤坂ロータリークラブ

さん、おめでとうございます。この後のスマイル楽

の例会にお越しくださいました。心より歓迎申し上

しみにしています。また、このコロナの自粛期間中

げます。後ほど卓話もお願いしております。どうぞ

にゴルフに目覚めた河村会員も優勝は逃しました

宜しくお願い致します。

が、ベストスコアが出たと聞いております。おめで

さて、前回の例会は「会員卓話」でした。景浦さ

とうございます。この後、その分のスマイルを楽し

ん、有難うございました。「私について」という事

みにしています。懇親会の方ではゴルフには参加い

で、現在までの生い立ちをお話しいただきました。

ただけませんでしたが、越智会員にも合意流頂き、

「会員卓話」のいいところは短い時間ではあります

親睦を深める事が出来ました。ロータリー活動の大

が、その中でその人の歩んでこられた道や、人柄が

きな柱で、今年度しっかりと進めていきたいものの

知れるところにあると思います。そういった中で、

１つが親睦です。こういった参加の仕方も大歓迎だ

と思いますので、ご都合の許す方は是非、今後も積
極的にご参加いただきたいと思います。
最後に、最近急に寒くなってきましたが皆さん体調
管理には十分に気を付けていきましょう。本日もど
うぞ、宜しくお願い致します。

＜申告スマイル＞
石井 宏和 会⾧
本日のゲスト、ソフトバンク株式会社５G＆IoT エ
ンジニアリング本部中国 IoT 技術部部⾧藤原治己

●幹事報告

様、同シニアプロダクトマネージャー池羽信雄様、

＜例会変更・休会のお知らせ＞

福山赤坂ロータリークラブの例会にお越しいただき
ありがとうございます。後ほど、卓話をお願いして

例会変更・休会なし

おります。どうぞ、よろしくお願いいたします。ま
た、先日２３日に行われました、創立２５周年記念

＜配布物＞

ゴルフコンペ準備いただきましたゴルフ同好会の皆

①びんごデジタルラボのご案内

様、ご参加いただいた皆様、ありがとうございまし

②親睦委員会アンケート

た。お疲れ様でした。

③河川浄化チャレンジ月間のご案内
（芦田川環境マネジメントセンター）
＜回 覧＞
① 11 月 16 日善行表彰 出欠表
② 2 月 19 日 25 周年記念式典 出欠表

平井 啓博 副会⾧
本日のゲスト、ソフトバンク株式会社５G＆IoT エ
ンジニアリング本部中国 IoT 技術部部⾧藤原治己
様、同シニアプロダクトマネージャー池羽信雄様、
ご多用にもかかわらず、福山赤坂ロータリークラブ

●出席報告

の例会にお越しいただきありがとうございます。本

本日出席率 70.00％
出席者 35 名 欠席者 15 名

免除者 1 名

●委員会報告
① 25 周年実行委員会登録部会⾧
（2 月 19 日式典への出欠確認）
② 親睦活動委員⾧（親睦アンケートのお願い）
●スマイル BOX
＜義務スマイル＞
会員入会記念祝
麦谷恒雄

1996 年 10 月 8 日

吉池 覚

2010 年 10 月 5 日

日のプログラムどうぞよろしくお願い致します。先
日の２５周年記念ゴルフコンペ楽しい時間を過ごす
ことが出来ました。設営いただきました皆様、あり
がとうございました。
畑 弓子 幹事
本日のゲスト、ソフトバンク株式会社 5G＆IoT エ
ンジニアリング本部中国 IoT 技術部部⾧藤原治己
様、同シニアプロダクトマネージャー池羽信雄様、
福山赤坂ロータリークラブの例会にお越しいただき
ありがとうございます。１０月２３日の２５周年記
念ゴルフコンペ、私は参加できなかったのですが、
ゴルフ同好会の皆様、ご参加の皆様ありがとうござ
いました。そして、お疲れさまでした。
徳永 雅俊 パスト会⾧
ソフトバンク藤原部⾧様、池羽マネージャー様、本
日は例会にお越しいただきありがとうございます。
卓話、宜しくお願い致します。弊社社員をメディア
テック一心さんに出向させていただき、10 月から
ソフトバンクさんの電波塔をドローンを使っての検

査を始めさせていただきました。ご期待に沿えるよ

所用により欠席させていただきます。申し訳ござい

うに頑張ります。

ません。

谷口 宏樹 パスト会⾧

馬場 正人 さん

申し訳ありませんが、出張の為、欠席させて頂きま

所用により欠席します。スマイルします。

す。先週土曜日の 25 周年記念ゴルフコンペに多く
の方にご参加いただき、ありがとうございました。
今川 忠男 パスト会⾧
先日の２５周年記念ゴルフコンペ、たくさんの記念
品特においしいお酒をいただき、ありがとうござい
ました。徳永２５周年実行委員⾧、谷口ゴルフ同好
会会⾧はじめ準備いただいた方々に感謝申し上げま
す。２５周年に向けてクラブ一丸となってまいりま
しょう。
原

隆之 パスト会⾧

桑田 真由美 さん
来客があるため欠席します。ゴルフだけ参加ですみ
ません。スマイルします。
清水 朗弘 さん
10 月 23 日のゴルフコンペでは多くのご参加とご協
力をいただきましてありがとうございました。 今後
ともよろしくお願いいたします。

●プログラム

急遽、所用ができ欠席させていただきます。

ゲスト卓話『ソフトバンク株式会社 5G&IoT エン

松浦 宏次 さん

テーマ『地域課題に寄り添ったデジタル化推進の

本日のプログラム「地域課題に寄り添ったデジタル
化推進の取り組み」、ソフトバンク株式会社藤原部
⾧、宜しくお願い致します。DX について勉強させ
ていただきます。また、先日の２５周年ゴルフコン
ペお世話になりました。楽しいメンバーに恵まれ、
久しぶりに優勝することが出来ました。また懇親会
では、テンションが上がりすぎて、皆様にはご迷惑
おかけしました。次回からは、お酒の量には気を付
けたいと思います。
塚本 浩央 さん
先日、父の葬儀において、ご香典、お花、電報をい
ただきました。無事、見送ることができました。あ
りがとうございます。
越智 幸志 さん
１０月２３日（土）に開催された「創立２５周年記
念ゴルフコンペ」の商品を購入していただきまし
た。誠にありがとうございます。
𠮷本 友浩 さん

ジニアリング本部 中国 IoT 技術部』
取り組み』

※次回例会 2021-2022 年度
11 月 2 日 休会
11 月 9 日 R 財団委員会一心ビル例会場 12:30～
理事会 事務局 11:30～

