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●点 鐘  平井啓博 会長 

●ソ ン グ  「手に手つないで」「四つのテスト」 

●ゲ ス ト  元米山奨学生 レシータン 様 （世話クラブ 広島安佐ロータリークラブ） 

元米山奨学生 周 霜 様   （世話クラブ 広島西南ロータリークラブ） 

元米山奨学生 福山 周 様  （世話クラブ 広島北ロータリークラブ） 

●ビジター  国際ロータリー第 2750 地区 東京赤坂ロータリークラブ 会長 穂刈 裕久 様 

        国際ロータリー第 2750 地区 東京赤坂ロータリークラブ 幹事 鈴木 貞史 様 

●プログラム  米山奨学会委員会 今川忠男委員長 

元米山奨学生である学友会の 3 名のゲスト卓話 

 

●会長の時間 

 

皆さんこんにちは。 

本日の例会には、東京赤坂ロータリークラブよ

り「穂刈会長と鈴木幹事」がお見えになっており

ます。遠方にも関わらず、ご足労頂きまして誠に

ありがとうございます。短い時間ではありますが、

どうぞ当クラブの例会を楽しんでください。東京

赤坂ロータリークラブさんは、1986 年 10 月に創

立され、今年で 36 年目のクラブとなります。毎

週金曜日に ANA インターコンチネンタルホテル

東京で例会を開催され、本年度は「ロータリーを

楽しもう、そして四つのテストを大切に」のテー

マを掲げられ、活動をされております。そして本

年度は、姉妹縁組 10 周年の記念すべき年でも 

 

あり、来年の 4 月 14 日（金）に姉妹縁組 10 周年 

の記念行事をご企画頂いております。記念すべき

姉妹縁組 10 周年を東京赤坂ロータリークラブの

皆さんとお祝いし、両クラブの友情を更に育みた

いと思いますので、会員の皆さんのご参加をよろ

しくお願い致します。 

さて、先週の例会では新しい取り組みとして、

職業奉仕委員会による月 1 回の「職業奉仕タイム」

を実施頂き、岩永パスト会長によるテーマ「私の

職業奉仕」を拝聴させて頂きました。岩永パスト

会長の職業分類は「生命保険」であり、職業を通

して人に寄り添い、ロータリーで学ばれた経験を

活かされて、ご活躍されていると感じることが出

来ました。岩永パスト会長、誠にありがとうござ

いました。職業奉仕委員会では、これからも毎月

最初の例会で職業奉仕タイムを開催頂きます。職

業奉仕における会員の皆さんのお考え、行動をお

聞きし、会員の皆さんの学びの時間となれば幸い

です。 

 そして、プログラムでは新入会員卓話、大土井

会員によるテーマ「金融マーケットと私」と題し

てお話を頂きました。ブルとベアから始まり、ご

自身の人生のアップダウンを、金融マーケットの
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グラフと照らし合わせ、楽しく卓話頂きました。

私自身が一番印象的であったのは、コロナ禍でマ

スクを着用されており、初めて大土井会員の素顔

を拝見させて頂いたような気がします。優しさ溢

れるお顔立ちで、少し安心致しました。大土井会

員、これからもどうぞよろしくお願い致します。 

 10 月は「経済と地域社会の発展月間・米山月間」

です。本日のプログラムは米山月間にちなみ、米

山奨学会委員会にご準備頂きました。ベトナム出

身のレシータンさんによる「日本留学について米

山奨学会に出会い」、中国出身の周さんによる「留

学生活と近況報告」、中国出身の福山さんによる

「2710 地区米山学友会について」の 3 部構成と

なっております。しっかりとお聞きし、米山につ

いて理解を高めたいと思います。レシータンさん、

周さん、福山さん、どうぞよろしくお願い致しま

す。 

 続いて報告ですが、国際ロータリー2710 地区・

地区戦略計画委員会より、3 か年地区ビジョンの

連絡がございました。一つ目に、クラブ会員基盤

の向上に対する支援の強化。二つ目に、人道的奉

仕の重点化と財団利用の推進。三つ目に、公共イ

メージの向上とデジタル化の推進となります。詳

しくは皆さんにメールにて資料配信致しますが、

具体的な数値での達成目標を掲げ、強いロータリ

ークラブ、真のロータリーの育成の一助に繋げた

いとのことです。会員の皆さんには、お時間があ

るときにお目通し頂けると幸いです。 

 最後に、次週例会は休会ですが、当クラブが

当番クラブであります「G10・11 合同親睦ゴル

フ大会」を 11 月 3 日（木）に開催致します。眞

田実行委員長をはじめとする実行委員会の皆さ

んには、入念にご準備頂きまして誠にありがと

うございます。当日は会員一同力を合わせて、

Ｇ10、11 の皆さんに楽しんで頂き、親睦が深ま

る一日に繋げたいと思います。会員の皆さんに

は、ご負担をお掛け致しますが、どうぞよろし

くお願い致します。本日も盛り沢山な例会とな

りますが、最後までお付き合いの程、どうぞよ

ろしくお願い致します 

 

 

 

 

国際ロータリー第 2750 地区 

東京赤坂ロータリークラブ 

会長 穂刈 裕久 様 

 

御来訪賜りましてありがとうございます 

 

●幹事報告 

＜例会変更・休会のお知らせ＞ 

●福山ロータリークラブ 

≪休会≫ 

日時：11 月 21 日（月） 

理由：定款第 7 条第 1 節（ｄ） 

●福山南ロータリークラブ 

≪休会≫ 

日時：11 月 3 日（木） 

理由：法定休日（文化の日） 

●福山北ロータリークラブ 

≪変更≫ 

日時：11 月 18 日(金) ⇒ 11 月 19 日(土)19 時～ 

場所：レセプション＆カンファレンス元町ホール 

理由：親睦夜間例会（会員・パートナー） 

≪休会≫ 

日時：11 月 4 日（金） 

理由：定款第 7 条第 1 節（ｄ） 

日時：11 月 4 日（金） 

理由：定款第 7 条第 1 節（ｄ） 

 

 

●ビジターご挨拶 



＜配布物＞ 

・卓話資料 

・米山豆辞典 

・芦田川環境マネジメントセンター 

 （河川浄化チャレンジ月間のご案内） 

＜回 覧＞ 

・2023 年 5 月 

国際ロータリー年次大会参加旅行のご案内 

 

●出席報告 

本日出席率 91.49％ 

（出席者 43 名 欠席者 4 名 出席免除者 3 名） 

 

●委員会報告 

・G10・11 合同親睦ゴルフ大会 

（当日のお知らせ） 

 

●スマイル BOX 

＜義務スマイル＞ 

会員入会記念祝 

麦谷恒雄さん   1996 年 10 月 8 日 

＜申告スマイル＞ 

東京赤坂ロータリークラブ 

会長 穂刈裕久 様 

幹事 鈴木貞史 様 

福山赤坂ロータリークラブの皆さま、姉妹クラブ

の東京赤坂ロータリークラブより参りました。 

来年 4 月の 10 周年記念、楽しみにしております

ので、是非皆さまご参加下さい。 

 
ご厚志まで頂戴し重ねて御礼申し上げます 

平井啓博 会長 

国際ロータリー第 2750 地区 東京赤坂ロータリ

ークラブ 会長 穂刈裕久様、同幹事 鈴木貞史

様、ようこそ福山赤坂ロータリークラブへお越し

下さいました。本日は楽しんでいって下さい。 

また、本日のゲスト、レシータン様、周様、福山

様、本日の卓話、楽しみにしています。宜しくお

願い致します。 

次週はいよいよ G10・11 合同親睦ゴルフ大会が

開催となりました。どうぞ宜しくお願い致します。 

畑 弓子 副会長 

本日のゲスト、レシータン様、周霜様、福山周様、

ビジター、国際ロータリー第 2750 地区 東京赤

坂ロータリークラブ 会長 穂刈裕久様、幹事 

鈴木貞史様、ようこそ当クラブにお越し頂き有難

うございます。楽しんで頂ければ幸いです。 

本日のプログラム、今川忠男委員長、よろしくお

願いいたします。 

松浦宏次 幹事 

本日、東京赤坂ロータリークラブ 会長 穂刈裕

久様、幹事 鈴木貞史様、ようこそ福山赤坂ロー

タリークラブ例会にお越しいただきありがとう

ございます。短い時間ではありますが、宜しくお

願い致します。 

また本日のプログラム、米山奨学会委員会 今川

委員長、宜しくお願い致します。 

今川忠男 パスト会長 

本日、米山奨学会委員会の担当例会です。元米山

奨学生である学友の 3 名の卓話です。レシータン

さま、周霜さま、福山周さま、皆様どうぞよろし

くお願いいたします。 

東森由倫 会員 

所用のため早退させていただきます。 

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。 

岡田祥平 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。 

 



米山奨学会委員会 

 

「米山奨学会と卓話について」 

今川忠男 委員長 

 
 

「日本留学について米山奨学会に出会い」 

 発表者：レシータン 様（ベトナム出身） 

 世話クラブ：広島安佐ロータリークラブ 

 
 

「留学生活と近況報告」 

発表者：周 霜 様（中国出身） 

世話クラブ：広島西南ロータリークラブ 

 
 

 

 

「2710 地区米山学友会について」 

 発表者：福山 周 様（中国出身） 

 世話クラブ：広島北ロータリークラブ 

 
 

 
 

 
 

●プログラム 

※ 次回例会 2022-2023 年度 

11 月 1 日（火） 休会 

11 月 3 日（木）松永カントリークラブ 

G10・11 合同親睦ゴルフ大会開催 

11 月 8 日（火）12：30～ 一心ビル例会場 

Ｒ財団ゲスト卓話 


