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●点鐘  ：石井宏和 会⾧ 

●ソング ：「我等の生業」 

●プログラム ：ゲスト卓話 国際ロータリー第 2710 地区 G10 福山東ロータリークラブ小西
こ に し

直人
な お と

様 

テーマ「大谷翔平に学ぶ奉仕と事業計画」 

●ビジター紹介：国際ロータリー第 2710 地区 G10 福山東ロータリークラブ小西
こ に し

直人
な お と

様 

 

●会⾧の時間 

 
皆さん、こんにちは。本日もお忙しい中、例会にお

集まりいただき有難うございます。 

前週の例会はまん延防止期間中という事で

YouTube 配信でしたが、6 日でまん延防止が解除と

なりましたので、今回より通常の例会とさせていた

だきました。とはいえ、福山市の感染者数は大きく

減少とはなっておりませんので、まだまだ十分に対

策を取りながらの開催となります。宜しくお願い致

します。 

改めまして本日のゲスト、福山東ロータリークラブ

小西直人（こにし なおと）様、ようこそ福山赤坂

ロータリークラブの例会にお越しくださいました。

心より歓迎申し上げます。有難うございます。また

小西様は 2007−2008 年度に会⾧、2017−2018 年

度にはグループ 10 のガバナー補佐を務められてお

ります事をご紹介させていただきます。この後の卓

話、楽しみにしております。どうぞ宜しくお願い致

します。 

また、準備を進めていただきました社会奉仕委員会

の瀬川委員⾧、有難うございます。 

さて、前回の例会は一般社団法人福山青年会議所理

事⾧ 島田宗輔（しまだ しゅうすけ）様のゲスト卓

話で「本年度の福山青年会議所の活動について」で

した。島田理事⾧のスローガン「まちをあかるく」

を考えた経緯や本年度の活動を丁寧にお話いただき

ました。私も青年会議所の OB ですが、少し懐かし

い感じもしながら、時代の変化に合わせて活動が変

わっている部分と、自分が在籍していた時の活動が

続いているところなど興味深くお聞きすることが出

来ました。準備をしていただきましたプログラム委

員⾧の松浦さん、有難うございました。 

そして本日は、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 つ目プログラムの件、2 つ目予算実行状況を承認

いただきました。3 つ目、吉池会員の退会の件で

す。吉池会員より 3 月いっぱいをもって退会の申し

出がありました。大変残念ではありますが、皆さん

にご報告させていただきます。4 つ目、ウクライナ

支援金についてです。地区より連絡がありました。

皆さんもご存じの通り、ロシア軍の突然の侵攻によ

りウクライナが戦禍に見舞われております。平和こ

そロータリー活動の使命であるという事で支援金の
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協力依頼がありました。地区の方では首都キエフの

第２２３２地区のガバナーと連絡が取れています。

安全と判断できる支援先に振込をする予定とのこと

でした。理事会で協議の結果、今回は有志での協力

という事にさせていただくことといたしました。皆

さんにはご理解とご協力をお願い致します。5 つ

目、アクティブシニア運転講習について現状の進捗

状況の説明がありました。4 月 15 日金曜日を実施

日に進めています。多くのメンバーの参加をお願い

致します。6 つ目、次年度の委員会について、平井

次年度会⾧より説明がありました。本年中ではあり

ますが引継ぎを含めてスムーズに新年度のスタート

ができるよう、例年よりも少し早めの準備を進めて

おります。以上が理事会の報告となります。 

それでは少し⾧くなってしましましたが、会⾧の時

間とさせていただきます。 

本日も最後までどうぞ宜しくお願い致します。 

 

●幹事報告 

＜例会変更・休会のお知らせ＞ 

府中 

＜変更＞ 

日時 ３月７日(月) → ３月１４日(月) 

場所 府中商工会議所例会場 

理由 例会場が使用できないため 

 

日時 ３月２８日(月) → ３月２６日(土) 

場所 福山ニューキャッスルホテル 

理由 G10・11 合同 IM のため 

 

松永 

＜変更＞ 

日時 ３月２８日(月) → ３月２６日(土) 

場所 福山ニューキャッスルホテル 

理由 G10･G11 合同 IM 参加の為 

＜休会＞ 

３月２1 日(月) 

法定休日(春分の日) 

 
福山東 

＜変更＞ 

日時 3 月 23 日(水) →  3 月 26 日(土) 

場所  福山ニューキャッスルホテル 

理由  G10･G11 合同 IM 参加の為 

＜休会＞ 

3 月 30 日(水)  

細則第 5 条第 2 節(ｂ) 

 

＜配布物＞ 

① 卓話資料 

② 4/5 花見夜間例会のご案内 

③ 4/15 アクティブシニア運転講習 IN 赤坂のご案内 

 

＜回 覧＞ 

① 4/5 花見家族夜間例会の出欠表 

② 4/15 アクティブシニア運転講習 IN 赤坂の出欠表 

③ 5/21 25 周年記念式典出欠確認表 

 

●出席報告 

本日出席率 74％  
出席者 37 名 欠席者 13 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（5/21 周年式典の

出欠について） 

② 親睦委員会（4/5 花見家族例会のご案内） 

③ 社会奉仕委員会（4/15 アクティブシニア運転講

習 IN 赤坂のご案内） 

 

●スマイル BOX 

＜義務スマイル＞ 

結婚記念日祝 

原 隆之パスト会⾧  1983/3/27 

池上 創会員  2009/3/23 

山内 透会員  1974/3/20 

村上雄平会員  2009/3/14 

佐々木 翔陽会員 2018/3/10 

 

＜申告スマイル＞ 

石井 宏和 会⾧ 

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。そして、本日のゲスト、国際ロ

ータリークラブ第 2710 地区 G10 福山東ロータリー

クラブ小西直人様ようこそお越しくださいました。

本日の卓話、宜しくお願い致します。 

 



平井 啓博 副会⾧ 

本日のゲスト、国際ロータリークラブ第 2710 地区

G10 福山東ロータリークラブ小西直人様、本日のプ

ログラム「大谷翔平に学ぶ奉仕と事業計画」どう

ぞ、宜しくお願い致します。私事ですが、神奈川県

横浜市中区に関東事務所を開設することになりまし

た。事務所ビル裏手が中華街ですので皆様をご案内

できるように勉強しておきます。引き続き、ご指導

の程宜しくお願い致します。 

 

畑 弓子 幹事 

本日の卓話、国際ロータリークラブ第 2710 地区

G10 福山東ロータリークラブ小西直人様よろしくお

願いします。 

 

清水 朗弘 委員⾧ 

本日の卓話、福山東ロータリークラブ小西直人様ど

うぞよろしくお願いします。また、段取りをいただ

きました社会奉仕委員⾧瀬川委員⾧ありがとうござ

います。 

 

瀬川 貴夫 委員⾧ 

本日のゲスト卓話「大谷翔平に学ぶ奉仕と事業計

画」小西直人様どうぞよろしくお願いします。ま

た、アクティブシニア運転講習第二回目を４/15 に

開催します。よろしくお願いします。 

 

吉元 友浩 委員⾧ 

先日の担当例会では皆様にお世話になりました。本

日は所用により早退させていただきます。申し訳あ

りません。 

 

杉本 一昌太 会員 

所用のため、欠席させていただきます。申し訳ござ

いません。 

 

小林 春道 会員 

所用のため、欠席させていただきます。申し訳ござ

いません。 

 

●プログラム 
ゲスト卓話 

国際ロータリー第 2710 地区 G10 福山東ロータリー

クラブ小西
こ に し

直人
な お と

様 

テーマ「大谷翔平に学ぶ奉仕と事業計画」 

 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

※次回例会 2021-2022 年度 

3 月 15 日㈫ 12：30～ 

PETS 報告 平井
ひ ら い

啓
よし

博
ひろ

 会⾧エレクト 

例会後 13：35～ 親睦委員会 


