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●点 鐘  平井啓博 会長 

●ソ ン グ  「それでこそロータリー」 

●プログラム  会員卓話  大土井敬司 会員  テーマ「金融マーケットと私」 

 

●会長の時間 

 

皆さんこんにちは。 

前回の例会は福山赤坂ロータリークラブ、創立

26 周年の記念すべき例会となりました。杉原名誉

会員、また多数の会員にお集まり頂き、「赤坂らし

さを理解し、皆で善きロータリアンになろう」のプ

ログラムのもと、研修と親睦の機会として開催させ

て頂きました。また、橋本パスト会長には、ハワイ

より ZOOM にてご参加頂きました。遠方の地より

のご参加、ありがとうございました。そして、クラ

ブ管理運営委員会の皆さん、ご準備、当日の運営と

大変お世話になりました、誠にありがとうございま

した。継続事業である「薬物乱用防止啓発活動」「善

行児童・生徒表彰式」「アクティブシニア運転講習」

について、事業の生い立ち、開始時のご苦労、今後

への期待など、ディスカッションを通じてお伝え頂

きました。私自身もお聞きした事のない内容もあり、

非常に為になりましたし、クラブの要である継続事

業を今後も継続し、発展させていきたいと強く感じ 

 

 

ることとなりました。また、「アンケート結果から 

紐解く中堅会員の意識調査」では、皆さんの現状の

意識が感じ取れる内容でありました。私自身も道半

ば、会長職に右往左往していますが、委員長、幹事、

副会長、会長と、役職を通じてロータリーに学びを

頂いていると感じています。普段の仕事でも段取り

や根回しなど、学びや大変さは沢山ありますが、ま

た質の違ったロータリーならではの気づきを感じ

られる、大変良い機会であると思っております。 

「頼まれごとは試されごと」、そんな気持ちでチャ

レンジして頂くと、きっと成長したご自分に巡り合

えるのではないかと思います。私自身も会長職を楽

しみ、皆さんに「会長になりたい、会長をやりたい」

と言ってもらえる一年に繋げていく所存です。皆さ

んも役職を楽しまれ、ご自身の成長に繋げて頂ける

と幸いです。 

続いて 10 月 8 日、まさに当クラブの創立記念日

に、ゴルフ同好会による設営で「G10・11 合同親睦

ゴルフ大会に向けた 眞田奈津基実行委員長杯」が、

松永カントリークラブで行われました。当日は秋日

和で大変過ごしやすく、気持ちよくプレーが出来ま

した。優勝は実行委員長の眞田さんで、G10・11 合

同親睦ゴルフ大会、大成功に向けて、機運が高まっ

たのではないかと思います。当日ご参加頂きました

皆さん、朝早くから夜遅くまで、大変お世話になり

ました。また、ゴルフ同好会の皆さん、ご設営あり

がとうございました。 

そして、10 月 15 日、16 日は国際ロータリー2710
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地区 地区大会が開催され、当クラブからは、門田

パスト会長をはじめ、多数の方々が徳山の地へ足を

運んでくださいました。大会テーマ「海でつなぐ 

過去から今、そして未来へ」ということで、15 日は

私と松浦幹事で本会議、基調講演、RI 会長代理ご

夫婦歓迎晩餐会へ出席致しました。そして前日入り

して頂きました会員の皆さんとは、ご一緒に食事を

させて頂き、親睦が深まる機会となりました。会長

幹事会での基調講演では、海洋プラスチック汚染に

ついて、東京大学教授「道田豊氏」よりお話をお聞

きいたしました。今や私たちの生活に欠かせない、

とても便利なプラスチックですが、私たち人間がつ

くり、利用し、そして廃棄し、その一部が海へ流れ

でています。海岸や海上にあるプラスチックは回収

が可能ですが、その多くは海底まで届き、細分化さ

れてマイクロプラスチックとなります。そして魚や

貝などに吸収され、食物連鎖で人間の体内に吸収さ

れています。人体への影響はまだまだ研究中で明確

な答えは出ていないそうですが、口から入ったマイ

クロプラスチックは人体に入るのか、それとも排出

されるのか。残念ながらマイクロプラスチックは腸

で吸収され、リンパ管に入り、免疫反応に影響する

可能性があるそうです。影響する結果は現在研究中

で、はっきりとしていないそうですが、単純に考え

ても悪影響があることは避けられないそうです。 

人間が便利に生活する為に開発したものが、人体に

悪影響を及ぼす、本末転倒な話です。海は地球のみ

んなの共有地であり、共に守り、共に生きていくた

めに、一人ひとりが今できることを取り組んで頂き

たいと、道田教授はおっしゃられていました。また

翌日の 16 日には、ご参加頂きました皆さんで本会

議、記念講演に参加させて頂きました。その中でも

私の印象に残りましたのは、16 日の記念講演サヘ

ル・ローズさんの「出会いこそ、生きる力」であり

ました。サヘル・ローズさんは、イラン出身で、お

生まれになった当時はイラン・イラク戦争の最中で、

空爆により、4 歳の時に家族と生き別れ、本来の出

生年、出生名もわからなくなり、8 歳の時に、養母

の方と来日されたそうです。その後日本の学校へ通

い、今ではパーソナリティやコメンテーターとして

活躍され、自身の経験もあって、日本の児童養護施

設の支援、海外では難民キャンプや学校へ行けない

子供たちの支援をされているそうです。私自身が特

に印象的に残った言葉は、彼女が語られた「これま

での人生について話すと、深刻に受け止められ、か

わいそうに思われがちなのですが、自分としてはず

っと前を向いています。人間はどんどん更新されて

いくものだと思うし、今の私をみてもらいたい。私

の出会ってきた言葉が、多くの方へ届けばと願いま

す。」の一説でありました。人間として生きている

と大なり小なり、ご苦労があると思います。自身の

行動が、人との出会いに繋がり、出会った方々の言

葉に耳を傾け、しっかりと前を向いて、頑張ってい

きたいと感じられる、良い講演でありました。地区

大会に参加したことにより、新しい気づきや学びを

感じることが出来ました。次年度は広島市で開催さ

れ、大会テーマは「平和の種をまこう！！ ～ロー

タリアンにできること～」となっています。次年度

も多くの会員と参加し、学びの機会に繋げたいと思

っていますので、ご参加をご検討頂きます様、お願

い申し上げます。 

本日のプログラムですが、大土井さんによる会員

卓話「金融マーケットと私」となります。金融マー

ケット、私だけではなく、皆さん大変興味があると

思います。大土井会員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、次回例会は東京赤坂ロータリ

ークラブより「穂刈会長と鈴木幹事」がお見えにな

ります。また、姉妹縁組 10 周年記念行事の日程打

診があり、4 月 14 日（金）のご連絡を頂きました。 

来年 4 月 14 日、15 日の予定をご調整頂き、大勢の

会員で訪問したいと思っております。ご都合をご調

整して頂きまして、ご参加の程よろしくお願い申し

上げます。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 

 

設立祝 

今川忠男さん 

株式会社 今川建築設計  9 月 15 日 

 

●食事の時間 

 

職業奉仕委員会 「職業奉仕タイム」 

岩永光司 パスト会長 

テーマ「私の職業奉仕」 

 

●幹事報告 

＜例会変更・休会のお知らせ＞ 

●鞆の浦ロータリークラブ 

≪変更≫ 

日時：11 月 29 日（火）→同日 11：30～ 

場所：当クラブ事務所 

理由：100 万ドル例会 

≪休会≫ 

日時：11 月 22 日（火） 

理由：定款第 7 条第 1 節 

●福山西ロータリークラブ 

≪変更≫ 

日時：10 月 25 日(火) ⇒ 同日 12：30～ 

場所：(株)アイシン産業（神村町 3550-1） 

理由：職場例会のため 

日時：11 月 29 日(火) ⇒ 同日 AM10：00～ 

場所：福山北特別支援学校 

理由：企業参観及びタブレット贈呈式 

≪休会≫ 

日時：11 月 22 日（火） 

理由：クラブ細則第 5 条第 2 節 

 

＜配布物＞ 

・ロータリーの友並びにガバナー月信 

・チームラボ福山城光の祭典のご案内 

 

＜回 覧＞ 

・オペラ「黒船～阿部正弘と謹子」公演のご案内 

・11/15 善行児童生徒表彰のご案内と出欠表 

・11/28(月)松永 RC 合同忘年例会のご案内と 

出欠表 

・ハイライト米山 

 

●出席報告 

本日出席率 91.48％ 

（出席者 43 名 欠席者 4 名 出席免除者 3 名） 

 

●委員会報告 

①DX 推進委員会 

（マイロータリーの登録について） 

②青少年奉仕委員会 

（11/15 善行児童生徒表彰のご案内と出欠確認） 

③親睦活動委員会 

（11/28(月)松永 RC 合同忘年例会のご案内と 

出欠確認） 

④東京赤坂 RC 姉妹縁組訪問団 

 （10 周年記念交流会 4/14 のご案内） 

⑤会員増強委員会 

 （12/6 オープン例会での各委員会への協力依頼） 

⑥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＞ 

創業創立記念祝 

熊田祐介さん 

福山ニューキャッスルホテル 

1924 年 10 月 1 日 

岡田祥平さん 

株式会社エースシステムズ 

1982 年 10 月 1 日 

 

＜申告スマイル＞ 

平井啓博 会長 

先日は地区大会へのご参加有難うございました。 

多数の皆さんとご一緒出来てうれしく感じました。 

本日のプログラムは大土井会員による会員卓話と

なります。大土井会員、宜しくお願い致します。 

 

畑 弓子 副会長 

10 月 4 日の創立記念例会とても有意義な例会でし

た。有難うございました。 

又、10 月 16 日の地区大会ご参加の皆様、お疲れ様

でした。 

本日のプログラム、大土井敬司会員の卓話です。宜

しくお願い致します。 

 

松浦宏次 幹事 

15、16 の地区大会に参加していただいたメンバー

の皆様ありがとうございました。楽しい 2 日間を過

ごす事ができ、メンバーの皆様と親睦をはかること

ができました。 

本日のプログラム、大土井さんの卓話、楽しみにし

ております。宜しくお願い致します。 

 

眞田奈津基 パスト会長 

先般のゴルフ同好会のコンペで優勝してしまいま

した。平井会長、河村さんという素晴らしいメンバ

ーと一緒にまわれたお陰だと思います。 

11 月 3 日、G10・11 合同ゴルフ大会は、赤坂らし

さを存分に発揮できればと思います。皆様の参画を

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

河村博文 会員 

2022 年 12 月 2 日～2023 年 1 月 29 日の期間で福

山城築城 400 年記念イベントのフィナーレとして

「チームラボ福山城光の祭典」が開催されます。福

山城を舞台にあのチームラボが過去最大規模で光

のファンタジーを繰り広げます。私も美術館前で共

催事業「福山グルメ広場」をやっております。チケ

ットの販売もプラザホテルで取扱ってますのでお

気軽に河村までお声かけください。 

 

清水朗弘 会員 

10/4 の創立記念例会プログラムでは、多くの皆様

にご協力をいただき終えることができました。配慮

が足らなかったことも多々ありましたが、今後に繋

げていきたいと思います。10/8 のゴルフコンペで

は、ご参加いただいた皆様に会を盛り上げて頂いた

こと、感謝申し上げます。10/15、16 の地区大会で

は、会長・幹事・パスト会長はじめ、ご参加の皆様

のおかげで多くの学びの機会とすることができま

した。ありがとうございました。 

 

大土井敬司 会員 

本日卓話を務めさせていただきます。少しでも私と

いう人間を知っていただけるよう頑張りますので

何卒よろしくお願い致します。 

 

野村俊明 会員 

8 月下旬に行われました情報集会、新入会員歓迎懇

親会を開催してくださり大変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。 

 

原 隆之 パスト会長 

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。 

岡田員宗 会員 

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 

＜卓話 大土井敬司 会員＞ 

テーマ 「金融マーケットと私」 

 

 

 

 

ゴルフ同好会ゴルフコンペ 

第 15 回福山赤坂 RC ゴルフコンペ 

＜G10・11 合同親睦ゴルフ大会 

眞田奈津基 実行委員長 杯＞ 

日時：10 月 8 日（土曜日） 

場所：松永カントリークラブ 

 
 

2022-2023 年度 国際ロータリー第 2710 地区 

地区大会 in 周南 

2022 年 10 月 14 日(金) ～ 16 日(日) 

 

 
 

 

※ 次回例会 2022-2023 年度 

10 月 25 日（火） 12：30～ 

一心ビル例会場 

米山奨学会委員会ゲスト卓話 

東京赤坂 RC 会長・幹事様来訪予定 

 

国際ロータリー第 2710 地区 地区大会 


