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●点鐘  ：⽯井宏和 会⻑ 
●ソング ：「我等の⽣業」「四つのテスト」  
●プログラム ：会員卓話：岩永光司 R 財団委員⻑ 「R 財団について」 

●会⻑の時間 

 
皆様こんにちは。本⽇も⼤変お忙しいところ 11 ⽉
最初の例会にお集まりいただき、誠に有難うござい
ます。 
さて、前回の例会はソフトバンク株式会社の藤原
様・池⽻（イケバ）様をゲストにお迎えし、卓話を
頂きました。ソフトバンクの IoT の取組やデジタル
での地域貢献のお話をお聞きすることが出来まし
た。福⼭市でも「びんごデジタルラボ」という取組
で地域のデジタル化の強化に取組んで⾏くとの事で
した。私もお話をお聞きして、業種は違いますが地
域貢献に対する取組は⾮常に⼤切だと感じることが
出来ました。プログラム委員⻑の松浦さん、広報雑
誌等委員会の皆さん、有難うございました。 
また、先週の３⽇には、「国際ロータリー第 2710
地区グループ 10・11 合同ゴルフコンペ」が開催さ
れました。福⼭⾚坂ロータリークラブからは 18 名
のメンバーにご参加いただきました。皆さん早朝か
らの参加で、本当に有難うございました。当⽇は私
も参加をさせて頂き、天候もよく、気持ちよくプレ
ーする事が出来ました。コロナ禍という事で当⽇の
表彰式は無かったのですが、なんとなんと当クラブ
から優勝者が出ました。それは⾕⼝パスト会⻑で
す。⾕⼝パスト会⻑、おめでとうございます。優勝
スピーチは出来ませんでしたが、この後のスマイル
期待しております。さらにさらに、団体戦でも福⼭

⾚坂ロータリークラブが優勝することが出来まし
た。こういったところからも福⼭⾚坂ロータリーク
ラブの勢いを他のクラブにアピールすることが出来
たと思いますし、25 周年の良い記念になったので
はないかと思います。あらためて、⾕⼝パスト会
⻑、参加いただきました皆さん、お疲れ様でした、
そして、有難うございます。 
そして、今⽉ 11 ⽉は「ロータリー財団⽉間」で
す。ロータリー財団では、皆さんから集った寄付を
世界各地での奉仕活動に役⽴てるという事で、ま
た、財団の使命として「ロータリアンが、⼈びとの
健康状態を改善し、質の⾼い教育を提供し、環境保
全に取組み、貧困をなくすことを通じて、世界理
解、親善、平和を構築できるよう⽀援すること」と
紹介されています。本⽇のプログラムはロータリー
財団委員会の岩永委員⻑の卓話となっています。皆
さんと⼀緒にしっかりと学びたいと思います。岩永
委員⻑、宜しくお願い致します。 
また、本⽇は例会前に理事会を開催致しましたので
ご報告いたします。1つ⽬はプログラムの件、2つ
⽬は予算実⾏状況の件、3 つ⽬が指名委員会の件、
4 つ⽬は新⼊会員の件で、平井副会⻑より松本剛泰
（まつもと たけやす）様をご紹介いただきまし
た。5つ⽬は退会者の件という事で、本⽇出席いた
だいておりますが、佐⽊会員より退会の申し出があ
りました。ご⾃⾝の体調に起因する事ということで
す。12 ⽉いっぱいという事で、体調の許す限りご
出席いただけるという事です。今までの活動に敬意
を表すとともに、本当に有難うございました。以上
が理事会の報告となります。 
あらためまして、本⽇も 1 ⽇、どうぞ宜しくお願い
致します。 
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●表彰 
⾕⼝パスト会⻑ 地区功労賞受賞 

 
 

 
 

●幹事報告 

＜例会変更・休会のお知らせ＞ 
福⼭ RC 
＜変更＞ 
⽇ 時 12 ⽉ 20 ⽇(⽉) →同⽇ 18：00〜 
理 由 忘年夜間例会のため 
場 所 福⼭ニューキャッスルホテル 
 
松永RC 
＜変更＞ 
⽇ 時 11 ⽉ 15 ⽇（⽉）12：30〜 
場 所 福⼭⼤学 
理 由 職場例会 
＜休会＞ 
11 ⽉ 22 ⽇（⽉） 
定款第 7条第 1節 
 
福⼭⻄RC 
＜変更＞ 
⽇ 時 12 ⽉ 7 ⽇（⽕）→12 ⽉ 4⽇（⼟）19：00 
場 所 松永茶寮 
理 由 忘年夜間例会 
＜休会＞ 
12 ⽉ 28 ⽇（⽕） 
定款第 7条第 1節 

福⼭北 
＜休会＞ 
11 ⽉ 26⽇(⾦)   
12 ⽉ 31 ⽇(⾦)   
定款第 7条第１節 (d)(1) 
 
＜配布物＞ 
① 12/7忘年例会のご案内 
 
＜回 覧＞ 
① 12/7忘年例会出⽋表 
② 25 周年記念式典出⽋表 
③ 財団室ニュース 
 
●出席報告 

本⽇出席率 80.00％  
出席者 40 名 ⽋席者 10 名 免除者 1 名 

 
 ●委員会報告 
① ⻘少年奉仕委員会（11/16 善⾏表彰式のご案内） 
② 親睦活動委員会（12/7忘年例会のご案内） 
③ 広報・雑誌等委員会（R の友紹介）親睦活動委

員⻑（親睦アンケートのお願い） 
 
●スマイル BOX 
＜義務スマイル＞ 
会員結婚記念祝 
東森由倫さん 11 ⽉ 10 ⽇ 
橋本慎吾さん 11 ⽉ 29⽇ 
中川達也さん 11 ⽉ 3⽇ 
 
＜申告スマイル＞ 

⽯井 宏和 会⻑ 

本⽇もお忙しい中、例会にお集まりいただきありが
とうございます。本⽇のプログラム、ロータリー財
団委員会 岩永委員⻑、卓話よろしくお願いいたし
ます。また、11 ⽉ 3⽇に⾏われました、グループ
10 11 合同ゴルフコンペでは⾕⼝パスト会⻑、優勝
おめでとうございます。そのおかげもあり、福⼭⾚
坂 RCが団体戦で優勝することができました。ご参
加いただきました皆さんありがとうございました。 

畑 ⼸⼦ 幹事 

本⽇の卓話「ロータリー財団について」岩永ロータ
リー財団委員⻑よろしくお願いいたします。11 ⽉ 3
⽇に⾏われた、グループ 10 11 合同ゴルフコンペで
は、⾕⼝パスト会⻑優勝おめでとうございます。ま



た団体でも当クラブ優勝、すごいですね。おめでと
うございます。 

⾕⼝ 宏樹 パスト会⻑ 

嬉しいことがたくさんありましたので、スマイルさ
せていただきます。地区功労賞をいただきました。
そして 11 ⽉ 3⽇に開催されたグループ 10 11 合同
ゴルフ⼤会で個⼈優勝、団体優勝を勝ち取りまし
た。全て私個⼈の⼒ではなく皆様のお⼒添えがあっ
てこそと、⼼より感謝申し上げます。 

眞⽥ 奈津基 パスト会⻑ 

先⽇のグループ 10 11 合同ゴルフコンペに参加いた
しました。個⼈は⾕⼝バースト会⻑が優勝され、団
体でも⾒事通クラブが優勝しました。ダブル優勝は
とてもおめでたいのでスマイルいたします。 

岩永 光司 パスト会⻑ 

本⽇のプログラムにてロータリー財団について卓話
をさせていただきます。少しでも理解を深めていた
だけると幸いです。 

橋本 慎吾 パスト会⻑ 

先週開催されたグループ 10 11 ゴルフ⼤会におい
て、チーム優勝並びにゴルフ同好会⾕⼝会⻑が個⼈
戦優勝と同⾏会幹事⻑として誇らしい 1 ⽇となりま
した。ご参加いただいた皆様、優勝へ貢献いただい
た 5 名の皆様誠にありがとうございました。12 ⽉
に優勝祝賀会を開催しますので、参加されていない
⽅も含め、みんなで盛⼤に祝杯をあげましょう。 

𠮷元 友浩 さん 

先⽇のグループ 10 11 合同親睦ゴルフ⼤会のご参加
の皆様⼤変お疲れ様でした。⾕⼝パスト会⻑の素晴
らしいご活躍のおかげで団体優勝することができま
した。ありがとうございました。 

清⽔ 朗弘 さん 

先⽇のグループ 10 11 のゴルフ⼤会ご参加の皆様お
疲れ様でした。⾕⼝パスト会⻑の個⼈優勝そして⾚
坂の団体優勝と喜ばしいことばかりでした。ありが
とうございました。 

佐⽊ 学 さん 

2015 年 7 ⽉⼊会以来⼤変お世話になりました。体
調管理に専念いたしたく 12 ⽉末で退会させていた

だきます。この間皆様⽅からいただいたご縁を忘れ
ることなく皆様に感謝申し上げます。ありがとうご
ざいました。 

岡⽥ 祥平 さん 

前回例会ではソフトバンク株式会社 藤原様、池⽻
様をお迎えし、当委員会担当のゲスト卓話を開催さ
せていただき、DXのヒントになる内容を勉強させ
ていただきました。そしてこの度ソフトバンク様を
ご紹介していただいた眞⽥パスト会⻑、ありがとう
ございました。 

吉池 覚 さん 

本⽇所⽤により早退いたします。申し訳ございませ
ん。スマイルいたします。 

平井 啓博 さん 

所⽤のため⽋席させていただきます。誠に申し訳ご
ざいません。 

桑⽥ 真由美 さん 

所⽤のため⽋席させていただきます。誠に申し訳ご
ざいません。 

渡辺 弘⼦ さん 

所⽤のため⽋席させていただきます。誠に申し訳ご
ざいません。 

 
●プログラム 

会員卓話：岩永光司 R 財団委員⻑ 
「R 財団について」  

 
 



 
 

 
 

※次回例会 2021-2022 年度 
11 ⽉ 16⽇（⽕） 17：00〜  
第 13回善⾏児童⽣徒表彰式 

 


