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●点 鐘  平井啓博 会長 

●ソ ン グ  「我等の生業」 

●ゲ ス ト  国際ロータリー第 2710 地区 ロータリー財団委員 神原宏尚 様（福山ロータリークラブ） 

●プログラム  ロータリー財団委員会 ゲスト卓話 

国際ロータリー第 2710 地区 ロータリー財団委員 神原宏尚 様 

テーマ「ロータリー財団について」 

 

●会長の時間 

 

皆さんこんにちは。 

11 月 3 日に開催致しました G10・11 合同親睦ゴ

ルフ大会では、眞田実行委員長をはじめとする実行

委員会の皆さん、誠にありがとうございました。入

念なご準備、早朝からの運営と、赤坂らしさが十二

分に盛り込まれたゴルフ大会となりました。他クラ

ブの会員さんからは、朝の受付でのお出迎え、プレ

ーへの送り出し、昼食時の生演奏、そして表彰式と、

きめ細かい配慮の連続に驚かれ、また動画撮影、ド

ローンによる空撮など「さすが赤坂さん」とお褒め

の言葉を頂き、会長冥利につきる一日を過ごさせて

頂きました。当日撮影された動画の編集、各クラブ

へのご案内など、もう少しご対応が残っていると思

いますが、最後までどうぞよろしくお願い致します。

また、会員の皆さんにおかれましては、当クラブの

一致団結力、赤坂らしさを存分に発揮して、これか 

 

らの事業もどうぞよろしくお願い致します。 

さて、前回の例会では、米山奨学会委員会にご準

備頂きました「日本留学について米山奨学会に出会

い」、「留学生活と近況報告」、「2710 地区米山学友

会について」の 3 部構成で、現在は日本にお住まい

で、日本の企業にお勤めになられている米山学友会

のレシータンさん、周さん、福山さんにお話し頂き

ました。米山奨学会への感謝の気持ちや、日本を第

二の故郷として思って頂いている事、そして祖国と

日本の懸け橋としてのご活躍など、大変感慨深いお

話をお聞きしました。日本のロータリーが独自に行

っている米山奨学会について理解が深まり、また現

在どのような意識を持って活躍しているのかが理

解出来ました。これからもクラブとして、ロータリ

アンとして支援してまいりましょう。 

続いて、次年度理事役員指名委員会の委員選定の

為、本日の例会前にくじ引きで 5 名の方を選出させ

て頂きました。次年度理事役員指名委員会のメンバ

ーは、谷口さん、橋本さん、村井さん、梅西さん、

畑さん、そして会長、幹事を合わせて 7 名を指名委

員会メンバーとさせて頂きます。委員に選出された

皆さんは、本日例会終了後に第一回指名委員会を行

い、指名委員長の決定、次年度理事役員の選出をし

て頂きますので、ご参加をよろしくお願い致します。 

また本日例会前に、11 月度の理事会を開催致し

ました。理事会では「プログラムの件」「予算実行
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状況の件」「指名委員会の件」「11/28 松永 RC 合同

忘年例会の件」「12/6 オープン例会の件」「河手川

清掃活動の件」「例会席のレイアウト変更の件」

「1/31 のゲスト卓話の件」「ラインの活用方法につ

いて」「武郷義昭会員退会の件」について協議し、

ご承認頂きました。武郷会員退会については、ご自

身の健康とご年齢が退会の理由でありました。 武

郷さんからは「皆様には大変お世話になりました。

福山赤坂ロータリークラブの益々の発展を祈念し

ています。」と言付かりましたので、皆さんにお伝

えさせて頂きます。 

さて、11 月はロータリー財団月間です。ロータ

リー財団の使命は、ロータリーの会員が、人々の健

康状態を改善し、質の高い教育を提供し、環境保護

に取組み、貧困をなくすことを通じて、世界理解、

親善、平和を達成できるようにすることです。月間

テーマに基づき、本日のプログラムは、ロータリー

財団委員会にご準備頂きましたゲスト卓話、国際ロ

ータリー第 2710 地区 ロータリー財団委員 神原

宏尚さんによる、テーマ「ロータリー財団について」

となります。会員一同、ロータリー財団について学

びを深めたいと思います。どうぞよろしくお願い致

します。 

最後に、11 月に入り今年も残すところ 2 か月を

切りました。次週は第 14 回善行児童生徒表彰、そ

して松永合同忘年例会、オープン例会と事業が続き

ます。会員の皆さんのご協力をお願い致しまして、

会長の時間を終わります。本日も最後まで、どうぞ

よろしくお願い致します。 

 

●お祝い 

 

新工場設立祝い（7 月） 

門田一治 パスト会長 

●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 

≪変更≫ 

日時：11 月 28 日(月)19：00～ 

場所：福山ニューキャッスルホテル 

理由：福山赤坂 RC との合同例会 

≪休会≫ 

日時：11 月 7 日（月） 

理由：定款第 7 条第 1 節（ｄ） 

 

●福山東ロータリークラブ 

≪変更≫ 

日時：11 月 2 日（水）18：30～20：30（同日変更） 

場所：創菜酒膳 肴蔵 福山市船町 1-23 

理由：秋の親睦夜間例会開催のため 

 

＜配布物＞ 

・ロータリーの友並びにガバナー月信 

・予納金明細書 

 

＜回 覧＞ 

なし 

 

●出席報告 

本日出席率 76.60％ 

（出席者 36 名 欠席者 11 名 出席免除者 3 名） 

 

●委員会報告 

・G10・11 合同親睦ゴルフ大会実行委員会（御礼） 

・青少年奉仕委員会（善行児童生徒表彰について） 

・クラブ管理運営委員会（R の友紹介） 

 

●スマイル BOX 

＜義務スマイル＞ 

結婚記念日祝 

東森由倫さん   1 1 月 2 9 日 

橋本慎吾さん   1 1 月 2 9 日 

 



＜申告スマイル＞ 

国際ロータリー第 2710 地区 

ロータリー財団委員 神原宏尚様 

ロータリー財団月間卓話をさせていただく地区財

団委員の神原です。本日はよろしくお願いいたし

ます。 

平井啓博 会長 

11 月 3 日に開催した G10・11 合同親睦ゴルフ大

会では会員の皆様に大変お世話になりました。感

謝の気持ちをスマイルいたします。本日のゲスト

国際ロータリー第 2710 地区ロータリー財団委員

神原宏尚様、本日のプログラムテーマロータリー

財団について楽しみにしています。どうぞよろし

くお願いいたします。 

畑 弓子 副会長 

本日のプログラム、ゲストの国際ロータリー第

2710 地区ロータリー財団委員 神原宏尚様、当ク

ラブ例会へご参加ありがとうございます。本日は

よろしくお願いいたします。そして 11 月 3 日のグ

ループ 10 11 の合同親睦ゴルフ大会とても素晴ら

しい大会になったと思います。私は参加できず申

し訳ございませんでした。 

松浦宏次 幹事 

先日の G10・11 合同親睦ゴルフ大会実行委員会の

皆様、お疲れ様でした。大変素晴らしい大会にな

ったと思います。また、私事ですが、2 位に入賞す

ることができました。一緒に回った平井会長いろ

いろありがとうございました。本日の卓話国際ロ

ータリー第 2710 地区ロータリー財団委員の神原

宏尚さまどうぞよろしくお願いします。 

谷口宏樹 パスト会長 

11 月 3 日の G10・11 合同親睦ゴルフ大会にご参

加いただいた皆様、大変お疲れ様でした。素晴ら

しい大会になったと思います。ご尽力ありがとう

ございました。ちなみに、私は 70 位の飛賞をいた

だきました。 

橋本慎吾 パスト会長 

11 月 3 日に開催された「G10・11 合同親睦ゴルフ 

大会」では、各部会を中心に赤坂らしさを存分に

発揮されて、各クラブのメンバーより「すばらし 

 

い演出」と「おもてなし」に感謝のお言葉をたくさ

んいただきました。ご協力いただいた皆様、誠に

ありがとうございました。 

村井祐介 会員 

合同親睦ゴルフ大会では、親睦部会部会長として

参加させていただきました。皆様からのご協力に

感謝申し上げます。また動画作成をしますので出

来上がったら皆様ご覧になってください。 

野田和秀 会員 

G10・11 合同親睦ゴルフ大会の設営のお手伝いを

させて頂きました。打ち上げの席で眞田パスト会

長より「一番最後に来たで賞」を頂きました。店で

はなく個人のセラーに保管します。ありがとうご

ざいました。 

原 隆之 パスト会長 

所用の為、早退させていただきます。 

𠮷元友浩 会員 

所用によりお休みいたします。先日の親睦ゴルフ

コンペでは副統括という役を仰せつかり、本番で

はトラブルもなく無事にやっちゃりました。福山

赤坂 RC の一枚岩が強固なものだなと実感いたし

ました。皆様大変お疲れ様でした。 

馬場正人 会員 

11 月 3 日のゴルフ大会には体調不良により参加で

きず申し訳ありませんでした。 本日も念のため欠

席いたします。 

池上創 会員 

先日の G10・11 合同親睦ゴルフ大会では、眞田実

行委員長をはじめ、会員の皆様、お疲れ様でした。

また競技部会の皆様、ご協力ありがとうございま

した。 本日は所用の為、欠席させていただきます。 

申し訳ございません。 

岡田祥平 会員 

所用により欠席させていただきます。 

 

 

 

 

 



●プログラム 

ロータリー財団委員会 ゲスト卓話 

国際ロータリー第 2710 地区 

ロータリー財団委員 神原宏尚 様 

テーマ「ロータリー財団について」 

 

 
 

 
 

 

神原様、卓話ありがとうございました。 

ご厚志まで頂戴し重ねて御礼申し上げます。 

G10-11 合同親睦ゴルフ大会 報告 

 

 

 

11 月 3 日（土）に松永カントリークラブにて 2022

～2023 年度 国際ロータリー第 2710 地区 G10・

11 親睦ゴルフ大会が開催され、当クラブは幹事ク

ラブとして努めさせていただきました。 

当日はすばらしい天候に恵まれ、大過なく無事大

会を終えることが出来ました。ご参加いただいた皆

様、そして大会運営にご協力いただきました皆様へ、

あらためまして、福山赤坂ロータリークラブ会員一

同、心より御礼申し上げます。 

 

※ 次回例会 2022-2023 年度 

11 月 15 日（火）17：00～ 一心ビル例会場 

善行児童生徒表彰式 


