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●点 鐘  平井啓博 会長 

●ソ ン グ  「君が代」「奉仕の理想」 

●プログラム  会員卓話  松本 剛泰 会員  テーマ「自己紹介」 

 

●会長の時間 

 

皆さんこんにちは。 

先週の例会は、石川良興ガバナーをお迎えして、

松永ロータリークラブさんとの、合同例会、合同フ

ォーラムでありました。本年度は当クラブが設営当

番となっており、SAA をはじめとする会員の皆さ

んのご協力で、滞りなく会を終えることが出来まし

た。あらためまして、感謝申し上げます。 

当クラブに対しては、米山奨学金の一人当たり、

16,000 円の地区目標達成の依頼、マイロータリー

登録者増加の依頼がございました。米山奨学会につ

いては、クラブ内でしっかりと勉強をして、米山奨

学金の意義、取組みを理解した上で、地区目標の達

成を目指したいと思います。米山奨学会委員会、今

川委員長を中心に、取り組んで頂きたいと思います

ので、よろしくお願い致します。また、マイロータ

リーに関しては、DX の推進に繋がる取り組みとな

りますが、2710 地区内では、登録 100％達成クラ

ブがないとお聞きしています。地区内で一番ＤＸが 

 

 

進んでいると自負している当クラブとして、他クラ

ブに先駆けて、100％登録を達成したいと思います。 

石川ガバナーからは、ＤＸ推進特別委員会の設置、

デジタルサイネージの活用は他クラブにも例がな

く、今後のガバナー訪問で他クラブに伝達したいと

おっしゃられていました。また、継続事業の様々な

取り組みに対しても、近隣地域に対しての取り組み

であり、各ロータリーが取り組むべき、最も重要な

奉仕であると、それを継続して実施している素晴ら

しいクラブであるとの、お褒めの言葉を頂戴いたし

ましたので、皆さんにもお伝えさせて頂きます。 

会の終了後に、石川ガバナーと少しお話を致しま

したが、現在 80 歳で、先日のガバナー訪問には、

徳山からご自身でお車を運転されてお越しになら

れ、卓話のパワーポイントもご自身で作成されてい

るとのことでした。ロータリーに対する情熱の強さ、

80 歳にしてこのパワフルさ、新しいことにご自身

でチャレンジされる行動力に圧倒され、見習うべき

点が沢山ある、学び多き一日となりました。 

 そして翌日には、7 月にご入会頂きました 3 名の

方に向けて、情報集会、新入会員歓迎懇親会を、ニ

ューキャッスルホテルで行いました。橋本委員長を

はじめとする、クラブ研修委員会の皆さんの設営で

の情報集会、東森委員長をはじめとする、会員増強

職業分類委員会の皆さんの設営での懇親会と、大変

充実した内容となりました。新入会員の皆さんに対

するロータリーのイロハを情報集会で真面目に、新

入会員の 3 名の方の人となりがわかる歓迎会を懇
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親会で楽しく行って頂きました。両委員会の皆さん、

誠にありがとうございました。引き続いての会員増

強に、ご協力をお願いして、今後何度も情報集会、

懇親会が開催できるように、あらためまして、お願

い申し上げます。 

 そして先週金曜日には、第一回会長幹事会が開催

されました。本年度は当クラブの当番年で、ご準備、

設営頂きました松浦幹事、事務局の有木さん、あり

がとうございました。他クラブとの情報共有、近況

報告などをおこない、11 月 3 日の合同親睦ゴルフ

大会の PR もさせて頂きました。合同親睦ゴルフ大

会のご準備、皆さんにもご負担をお掛けしますが、

どうぞよろしくお願い致します。 

本日は例会前に 9 月度の理事会を開催致しまし

た。プログラムの件、予算実行状況の件、観月夜間

例会の件、G10・11 合同親睦ゴルフ大会の件、創立

記念例会の夜間実施の件、米山奨学会の件について、

事務局メールアドレス変更の件について協議し、ご

承認頂きました。また、報告として、青森県大雨災

害支援金について理事会報告し、その他各委員会の

皆さんより委員会報告を頂きましたこと、ご報告致

します。その中でも、青森県大雨災害支援金につい

ては、本日皆さんのお手元に回覧させて頂いており

ます。皆さんの温かいお志をお寄せ頂きます様、よ

ろしくお願い致します。 

本日のプログラムですが、松本剛泰さんによる会

員卓話「自己紹介」となっております。松本さん、

楽しみにしていますので、どうぞよろしくお願い致

します。 

最後になりますが、9 月は「基本的教育と識字率

向上」月間となっております。我々の住む日本では、

義務教育が当たり前で、日本語のみならず他国言語

の教育も盛んです。しかしながら世界には基本的教

育が出来ていない地域、様々な言語が入交り、文字

の認識率が低い地域がまだまだ多数あるそうです。

インターネット上で「ロータリーボイス」という、

ロータリーのブログがあり、様々な取り組みが掲載

されています。ご興味がある方は、検索してみてく

ださい。それでは、本日も最後まで、どうぞよろし

くお願い致します。 

 

 

 

 

●御祝 

 

新店舗設立開店祝 

石井宏和さん 

マクドナルド福山松永店 9 月 1 日 

 

●表彰 

 

ベネファクター 

平井啓博 会長 

 

●食事の時間 

 

職業奉仕委員会 「職業奉仕タイム」 

職業奉仕委員会 委員長 河村博文 

テーマ「私の職業奉仕」 

 



●幹事報告 

＜例会変更・休会のお知らせ＞ 

●松永ロータリークラブ 

≪休会≫ 

日時：9 月 19 日（月） 

理由：法定休日（敬老の日） 

 

●福山南ロータリークラブ 

≪変更≫ 

日時：9 月 15 日(木) ⇒ 同日 18：30～ 

場所：福山ニューキャッスルホテル 

理由：先達を敬う会夜間例会のため 

 

＜配布物＞ 

・ロータリーの友並びにガバナー月信 

 

＜回 覧＞ 

・ガバナー公式訪問のお礼状 

・財団室ニュース 

・「第 20 回記念ロータリー全国囲碁大会」の 

ご案内 

・青森県大雨災害に対する支援金について 

 

 

●出席報告 

本日出席率 91.67％ 

（出席者 44 名 欠席者 4 名 出席免除者 3 名） 

 

 

●委員会報告 

①クラブ研修委員会 

（8/30 情報集会・新入会員歓迎懇親会のお礼） 

②親睦活動委員会 

（観月例会） 

③会員増強職業分類委員会 

（12/6 オープン例会について） 

④クラブ管理運営委員会 

（R の友・ｶﾞﾊﾞﾅｰ月信の紹介） 

 

●スマイル BOX 

＜義務スマイル＞ 

会員誕生記念祝 

畑 弓子さん   9 / 1 1 生 

東森由倫さん   9 / 2 7 生 

松浦宏次さん   9 / 1 1 生 

パートナー誕生記念祝 

今川忠男 令夫人 和江さま  9 / 1 5 生 

梅西大輔 令夫人 真理子さま 9 / 3 生 

大土井敬司令夫人 恵子さま  9 / 8 生 

 

＜申告スマイル＞ 

平井啓博 会長 

本日も例会へのご参加有難うございます。 

新しい取組み、職業奉仕タイム、毎月一回実施して

参ります。ご協力をお願い致します。 

 

畑 弓子 副会長 

8 月 29 日ガバナー公式訪問、合同例会、合同フォ

ーラム、そして 8 月 30 日の情報集会、懇親会もす

ばらしい時間でした。有難うございました。 

本日のプログラム、松本会員の卓話です。宜しくお

願い致します。 

 

松浦宏次 幹事 

本日のプログラム、松本剛泰さんの会員卓話、楽し

みにしております。 

先日の情報集会、橋本委員長、そして歓迎会の司会

をされた東森委員長、大変お疲れ様でした。新入会

委員との距離がぐっと縮まった企画だったと思い

ます。 

 

橋本慎吾 パスト会長 

8 月 30 日に開催された「情報集会」に多くの会員

にご参加いただき、萩原さん・常岡さん・野村さん

を囲んでの有意義な情報共有ができました。 

また、新入会員歓迎会では、東森会員増強委員長の

すばらしい仕切りで新入会員の人となりがすごく



わかり、よい親睦の機会となりました。常岡さんは

少しいじりすぎてごめんなさい。 

 

石井宏和 パスト会長 

このたび 9 月 1 日にマクドナルド福山松永店をグ

ランドオープンいたしました。地域の皆様に愛され

るお店になるようにがんばります。 

 

桑田真由美 会員 

今日、曙工芸は創業 50 周年を迎えることができま

した。今年もロエベから注文があり、スペインに納

品したところです。販売会社も新築中で、また御案

内させて頂きますのでよろしくお願い致します。 

 

東森由倫 会員 

8 月 30 日新入会員歓迎会では退会者防止案の一つ

として挙げさせていただきました、「設営に工夫を

して新入会員の人となりを知って頂くこと」を目的

としてさせて頂きました。 

委員会の段階からご協力くださいました会員増強

委員会の皆様ありがとうございました。3 名の新入

会員のみなさんが今後メンバーのみなさんと早く

打ち解けて会に馴染んでいただくことを願ってお

ります。 

ただ、少し行き過ぎた発言等がございましたことこ

の場をお借りしてお詫び申し上げます。 

 

清水朗弘 会員 

一心ビル西側へ設置されていますデジタルサイネ

ージの当クラブ紹介映像を 9 月より変更しており

ます。以前のモノより見易くなったと思いますが、

引き続き皆さんのご意見を頂ければと思います。 

 

常岡慶介 会員 

先日はお忙しい中、情報集会、新入会員歓迎懇親会

を開いていただきましてありがとうございました。

今後とも宜しくお願い致します。 

瀬川貴夫 会員 

諸用のためお先に失礼いたします。 

 

●プログラム 

＜卓話 松本剛泰 会員＞ 

テーマ 「自己紹介」 

 

 

 

 

※ 次回例会 2022-2023 年度 

9 月 13 日（火） 18：00～ 

観月例会  

場所：福山城月見櫓 

 



『職業奉仕タイム』原稿 

ロータリーの職業奉仕とは、「事業及び専門職務の道徳的水準を高め、品位ある業務は全て尊重され

るべきであるという認識を深め、あらゆる職業に携わる中で奉仕の理念を実践していくという目的を

持つものである。」とあります。この考えに即して人それぞれ違う自分なりの職業奉仕の考えをそれぞ

れが実践していくことがロータリアンの責務であると考えます。各々の方に職業奉仕について理解を

深めていただくことがこの事業の目的であります。今日から毎月１度、他の方の職業奉仕に触れてい

ただき、ご自分の社業の中に職業奉仕を実践していただくきっかけになればと考えております。 

【私の職業奉仕】福山プラザホテル 河村博文 

私の職業はホテル経営です。私にとっての職業奉仕というのは職業奉仕における最も肝要な精神【利

他の心】で、自らの職業を「奉仕の精神」を持って向き合い社員全員が同じ精神で、自社を利用され

るお客様に対して、真摯にホスピタリティをもってサービスを提供し職務を遂行することにあると考

えます。 

当社の運営理念は「お客様の喜び＝自分たちの喜び」いつも笑顔で感謝の心を持ち「快適」に過ご

していただく為の努力をするとあります。 

 昨今の我々の業界では、繁盛するホテルを作るためには、耳障りの良いサービスを WEB 上に並べ、

例え価値に見合わないサービスであったとしても、売れたもの勝ち的な価値観が NET 上ではあふれ

かえり利益の追求最優先の営業が通例となってしまっています。しかし、社長である私自身が、ロー

タリーの職業奉仕の考えを学ぶことで、当社ではより高潔で本質的な奉仕について考える機会を得る

事ができました。 

 我々の職業であるホテル業とは社会にとって必要なインフラであり、ホテル業として真摯に追及す

べきことは、「客室の快適性」「お客様への利便性」「価値にみあった適切な料金」であり、優先して追

及すべきことは、ホテルという職業を通してなにが最も大事なことか？ 

そこを追及することが我々の職業の本質ではないかと考えるようになりました。 

コロナ禍で休業を考えた時期もあります。が、我々のホテルを必要として下さる方がいる以上、営業

をつづけることが最も大事なことと考え営業を続けました。 

 私の職業奉仕は、ホテル業（職業）を通し、お客さまに真摯に向き合い【利他の心】でサービスを

提供すること（奉仕）と考えました。 

 また、個人的にも、ホテルという職業を通じて、福山市の街づくりや観光施策などの大局的な取り

組みにも積極的に関わっていく気持ちを持っていくようになりました。 

 このような行動の変化は、ロータリーの職業奉仕の考えを学んだ成果であると思っています。 

                                 2022-23 年職業奉仕委員長 

                                 福山プラザホテル 

                                 河村 博文 

 



情報集会・新入会員歓迎懇親会 

2022 年８月 30 日 火曜日 福山ニューキャッスルホテル 別館１F セラビィにて 

クラブ研修委員会（橋本慎吾委員長）の主催で、新入会員の萩原健二さん、常岡慶介さん、野村俊

明さんを対象に情報集会を開催しました。情報集会後には、同会場の屋外テラスにて、会員増強職業

分類委員会（東森由倫委員長）の仕切りで新入会員歓迎懇親会も行いました。

 

 

 

 

 

 

 


