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●点 鐘  平井啓博 会長 

●ソ ン グ  「君が代」「奉仕の理想」 

●ゲ ス ト  メディポリス国際陽子線治療センター 

 事業推進本部 国際医療連携推進部 部長 田中耕太郎 様 

        ※オープン例会ゲスト 12 名参加（紙面内へ御氏名を掲載） 

●プログラム  ゲスト卓話  田中耕太郎様 

テーマ「がんと陽子線治療について」～がんの「患者力」を高めるセミナー～ 

 

●会長の時間 

 

皆さんこんにちは。 

本年度、福山赤坂ロータリークラブ会長の平井で

す、どうぞよろしくお願い致します。本日はオープ

ン例会ということで、ロータリーにご興味をお持ち

頂いています 12 名の方にゲスト参加頂いておりま

す。ロータリークラブは、国際的な社会奉仕団体で

す。クラブで仲間との友情を育みながら、アイディ

アを出しあい、それぞれのクラブが、地域の為に行

動しています。本日は短い時間ではありますが、少

しでもロータリークラブをご理解頂き、入会のきっ

かけになれば幸いです。 

本日のプログラムは、ゲスト卓話「メディポリス

国際陽子線治療センター 事業推進本部 国際医

療連携推進部 部長 田中耕太郎様」にお越し頂い

ています。日本人の死因では「がん・脳卒中・心筋

梗塞」が３大疾病と呼ばれており、「がん」で死亡

される方は全体の 26.5％となっているそうです。 

本日のテーマは「がんと陽子線治療について」とい

うことです。しっかりとお話をお聞きし、自身の健

康に繋げたいと思います。田中様、本日はどうぞよ

ろしくお願い致します。 

さて、先週の例会は「松永ロータリークラブ・福

山赤坂ロータリークラブ」の合同忘年例会でありま

した。多数の会員にご参加頂き、有意義な親睦の時

間となりました。アトラクションではバンド「ジャ

オ」の演奏にはじまり、福引を楽しみました。これ

からも両クラブの友情が継続し、末永く交流が続き

ますことを楽しみにしています。 

報告となりますが、12 月 1 日に、G10・11 親睦

合同ゴルフの団体表彰に、谷口パスト会長、清水さ

ん、村井さんと共に、福山南ロータリークラブの例

会へ訪問して参りました。本年度は残念ながら団体

優勝を逃してしまいましたが、来年度はあの優勝カ

ップを、我々クラブのもとに取り戻したいと思いま

す。ゴルフ同好会を中心に、しっかりと練習をして、

スコアアップを目指したいと思います。皆さんのご

協力を、どうぞよろしくお願い致します。 

続いて本日例会前に開催した、理事会の報告をさ

せて頂きます。プログラムの件、予算実行状況の件、

1 月 6 日の新年家族例会の件、1 月 24 日の職場例

会の件、1 月 31 日のゲスト卓話の件、次年度ガバ
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ナー公式訪問の件、会計ソフトの件について協議し、

その他の項で指名委員会より、次年度理事役員（案）

の件についてご説明頂きました。その中でもプログ

ラムの件、来年 4 月 14 日に東京赤坂ロータリーク

ラブとの姉妹縁組 10 周年記念事業の件ですが、当

日を例会日とし、移動例会と致します。それに伴い、

本年度の例会数を 36 回から、37 回に変更と致しま

すので、会員の皆さんにお伝え致します。 

最後に、12 月はロータリーにおける「疾病予防

と治療月間」となります。誰にとっても健康である

ことは何よりも大切です。そして病気は何もせずに

予防できるものではありません。我々会員自身の健

康が土台になって初めて、円滑なロータリー活動を

展開することができます。今一度ご自身の健康管理

を見直して頂き、元気にロータリー活動を進めて参

りましょう。その上で、病気について見聞を深め、

病気や衛生習慣に関する取り組みを行わなければ

なりません。ロータリーの会員として、人びとがよ

り良い医療を利用できるように支援して参りまし

ょう。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。 

 

●オープン例会 

 

オープン例会趣旨説明 

会員増強職業分類委員会 東森由倫 委員長 

【ゲスト参加の皆様】 

日成鋼材株式会社 

代表取締役社長  延近 達弘 様 

株式会社阿保商会 

代表取締役  妹尾 昭宏 様 

税理士法人未来経営 

高知 宏興 様 

ニュースイ商事株式会社 

代表取締役  桑田 雄 様 

株式会社ロポロデザインクリエーション 

代表取締役  大西 脩冊 様 

株式会社内田防水工事 

代表取締役  内田 智 様 

坂本建設工業株式会社 

代表取締役  坂本 崇祥 様 

株式会社山陽給食センター 

代表取締役  佐藤 満 様 

プルーデント・ジャパン・ 

ファイナンシャル・サービス株式会社 

田村 幸子 様 

株式会社岩本商店 

守屋 康彦 様 

橋本登記測量事務所 

橋本 匠 様 

株式会社大平製作所 

大平 佳奈 様 

 

 

 
 



●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 影浦宏樹さん 

テーマ「私の職業奉仕」 

 

●幹事報告 

＜例会変更・休会のお知らせ＞ 

●福山東ロータリークラブ 

≪変更≫ 

日時：12 月 21 日(水) ⇒ 同日 18：30～20：30 

場所：福山ニューキャッスルホテル 

理由：クリスマス家族夜間例会開催のため 

≪休会≫ 

日時：12 月 28 日（水） 

   1 月 4 日（水） 

理由：クラブ細則第 5 条第 2 節(b) 

 

●福山北ロータリークラブ 

≪変更≫ 

日時：12 月 9 日(金) ⇒ 12 月 11 日(日)17：00～ 

場所：こぶしヶ丘学園 

理由：イルミネーション点灯事業 

日時：2023 年 1 月 20 日(金) ⇒ 同日 19：00～ 

場所：ステーキ懐石都 春日 

理由：新年親睦家族夜間例会 

≪休会≫ 

日時：12 月 23 日（金） 

   12 月 30 日（金） 

   1 月 13 日（金） 

理由：定款第 7 条第 1 節(ｄ) 

＜配布物＞ 

・オープン例会 ゲスト参加者ご紹介一覧表 

・ロータリーの友並びにガバナー月信 

・G10・11合同親睦ゴルフ大会記念写真（参加者） 

＜回 覧＞ 

なし 

 

●出席報告 

本日出席率 84.78％ 

（出席者 39 名 欠席者 7 名 出席免除者 4 名） 

 

●委員会報告 

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 

平井啓博さん   12 月 24 日生 

河村博文さん   1 2 月 9 日 生 

影浦宏樹さん   1 2 月 8 日 生 

パートナー誕生記念祝 

村井祐介 令夫人 直子さま 12 月 12 日生 

橋本慎吾 令夫人 祥子さま 1 2 月 3 日 生 

平前有史 令夫人 有美さま 12 月 26 日生 

 

＜申告スマイル＞ 

平井啓博 会長 

本日のオープン例会開催にあたりご尽力頂きま

した会員増強拡大委員長 東森さん、クラブ管理運

営委員長 清水さん、そして本日 12 名のゲストを

お呼び頂きました会員の皆さん、有難うございまし

た。本日ゲスト参加の皆さん、福山赤坂ロータリー

クラブの例会、楽しんで下さい。 

又、本日のゲスト卓話、メディポリス国際陽子線

治療センター 事業推進本部 国際医療連携推進

部 部長 田中耕太郎様、楽しみにしています、ど

うぞ宜しくお願い致します。 



畑 弓子 副会長 

本日のプログラム「人生 100 年時代」に向けての

オープン例会です。メディポリス国際陽子線治療セ

ンター 事業推進本部 国際医療連携推進部 部

長 田中耕太郎様、宜しくお願い致します。本日は

沢山のゲストの方々にご参加して頂き有難うござ

います。皆様に福山赤坂ロータリークラブの例会の

雰囲気を感じて頂ければ幸いです。 

そして、11 月 26 日第 15 回女性ロータリアンの

集いに桑田会員と参加させて頂きました。理事会の

承認を受け交通費を出して頂き有難うございまし

た。とても有意義な会で勉強になりました。 

松浦宏次 幹事 

本日のゲスト、メディポリス国際陽子線治療セン

ター 事業推進本部 国際医療連携推進部 部長 

田中耕太郎様、本日は宜しくお願い致します。 

また、先日の松永合同忘年会では、副会長賞を頂

き、嫁が非常に喜んでおりました。有難うございま

した。 

東森由倫 会員 

本日のオープン例会に際しまして、各委員会の委

員長をはじめとするメンバーのみなさま、多大なる

ご協力下さいましてありがとうございます。 

今後多くの方が入会に繋がりますよう、引き続き

ご協力をお願いいたします。 

清水朗弘 会員 

本日のゲスト卓話、田中耕太郎様、宜しくお願い

いたします。本日、ご来場のゲストの皆様、ようこ

そお越しくださいました。どうか福山赤坂の例会を

お楽しみください。 

また、先週の忘年例会の福引で頂いた商品の御礼

を含めましてスマイルします。 

佐々木翔陽 会員 

先般とりおこなわれました善行児童生徒表彰式

におきまして、会長、幹事をはじめ委員会、会員の

みなさま、事務局の御協力により無事に開催するこ

とができました。特にほぼぶっつけ本番にも関わら

ず司会を引き受けていただいた田中ひとみ会員の

心意気、男気に感謝いたします。みなさま大変あり

がとうございました。 

 

●プログラム 

＜ゲスト卓話＞ 

メディポリス国際陽子線治療センター 

事業推進本部 国際医療連携推進部 

部長 田中耕太郎 様 

テーマ「がんと陽子線治療について」 

～がんの「患者力」を高めるセミナー～ 

 

 

 

※ 次回例会 2022-2023 年度 

12 月 13 日（火）12：30～ 一心ビル例会場 

年次総会 



『職業奉仕タイム』原稿 

 

【私の職業奉仕】社会保険労務士 影浦宏樹 

 

私の職業は社会保険労務士です。福山赤坂ロータリークラブへ入会して２年が経ちまし

た。 

私の仕事、社会保険労務士とは、「社会保険」や「労働保険」の法律に詳しい専門家のこ

とです。社会保険労務士が専門とする主な法律には、「労働基準法」「労災保険法」「雇用保

険法」「健康保険法」「労働契約法」「男女雇用機会均等法」「育児・介護休業法」などがあり

ます。社会保険や労務に関する法律は多岐にわたるうえ、非常に複雑です。 

そこで、クライアントの皆様の企業が法律にのっとって雇用を適切に管理できるようサ

ポートしていくのが私の仕事です。企業のトップであるクライアントの皆様は、常にご自分

の会社の事、会社を支えてくれる従業員の事を考ており、その考えに専門的知識を入れるこ

とで、会社が潤滑にいい方向へ進んでいくよう交通整理をすることが、私の役目だと思って

おります。 

入会当初、情報集会にて最初に教えていただいたロータリーの五大奉仕の「クラブ奉仕」

「職業奉仕」「社会奉仕」「国際奉仕」「青少年奉仕」ですが、その中でも、一番理解がしに

くかったのが「職業奉仕」でした。 

ある時、「ロータリーの奉仕とは、個人の職業倫理に基づいて、世のため、人のために奉

仕をする心をもって、職業を営むことだ」とお聞きし、心を込めて自分のクライアントさん

と向き合い、自分の職業に邁進することが「職業奉仕」の基本なのだと教えられました。 

まだまだ、お客様に育てられることが多い私ではありますが、ロータリーの職業奉仕の理

念のもと、社会に貢献していけるよう、そして少しでも皆様のお役に立てるよう、専門知識

を深め自分をアップデートしていくことが私の職業奉仕と考えます。ご清聴ありがとうご

ざいました。 

 

 


