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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 一般社団法人 福山青年会議所 理事長 徳岡 旭 様 

        一般社団法人 福山青年会議所 専務理事 佐藤 比香留 様 

        一般社団法人 福山青年会議所 チーフセクレタリー 内田 誠一 様 

●プログラム  ゲスト卓話 一般社団法人 福山青年会議所 理事長 徳岡 旭 様 

        テーマ「学び・創り・伝える ～なくてはならない存在であれ～」 

 

●会長の時間 

 

皆さん、こんにちは。 

本日はゲストに「一般社団法人福山青年会議所 

理事長 徳岡旭様、同専務理事 佐藤比香留様、

同チーフセクレタリー  内田誠一様にお越し頂

いております。福山青年会議所は、福山市の未来

を担う 20 歳から 40 歳の青年達が、真摯な情熱を

結集し、社会貢献を通じて「明るい豊かな社会」

の実現を目指して率先して行動する青年経済人

の団体です。本日は本年度の理事長スローガン

「学び・創り・伝える ～なくてはならない存在

であれ～」について、お話頂きます。私ども福山

赤坂ロータリークラブには福山青年会議所の OB

や、現役会員も多数在籍しているので、緊張され

ているのではないかと思いますが、いつも通りの

徳岡理事長で、「明るい豊かな社会の実現は俺に

任せろ！」の意気込みでお話を頂ければと思いま

す。本日の卓話、楽しみにしています、どうぞよ

ろしくお願い致します。 

さて、本日は入会式を執り行い、新しい仲間を

迎え入れることが出来ました。新入会員の高地宏

興さん、ご入会誠におめでとうございます。ロー

タリークラブは「親睦」と「奉仕」の団体です。

本会に積極的にご参加頂き、まずは会員間の親睦

を深めて頂けると幸いです。また、推薦者の眞田

パスト会長、瀬川会員、ご紹介、ご推薦ありがと

うございました。高地会員が一日でも早く、会に

馴染めるよう、サポートの程、よろしくお願い致

します。 

そして、本日 17 時より、クラブ研修委員会に

よる情報集会、18 時 30 分より、会員増強職業分

類委員会による、新入会員歓迎会が「しゃぶ吉別

館」で開催されます。ロータリーを学ぶ機会、そ

して親睦を深める機会であり、多数の会員のご参

加を報告頂いております。お世話頂きます両委員

会の皆さん、本日はどうぞよろしくお願い致しま

す。 

さて、前回の例会では「特定非営利活動法人 

ちゅうごく環境ネット 理事長 池原聡様」をお

迎えし、卓話テーマ「Rotary Spirits は私の源動力」

についてお話頂きました。池原様ご自身が、ロー

タリー財団奨学生されての気づきや学び、そのご
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経験を活かされての現在の活動への流れ、改めて

ロータリー財団の奨学金制度の意味深さ、意義を

感じることが出来ました。また、海外留学を通じ

ての国際奉仕活動や、地域への奉仕活動について

も、感じることが沢山ございました。ご準備頂き

ました、国際奉仕委員会の皆さん、誠にありがと

うございました。 

続いて、トルコ・シリア大地震支援について

2710 地区より案内があり、先週の例会が休会であ

った為、会員の皆さんには、メールにてご案内を

させて頂きました。地区への締切りが短く、先日

27 日に締め切り、2710 地区へ送金手続きをさせ

て頂きました。ご賛同頂きました皆さんに感謝申

し上げます。 

続いて、前回の例会でお伝えした、理事会報告

を修正致します。Ｒ財団年次基金後期寄付は 35ド

ルとして、会員の皆さんにご案内いたしましたが、

正しくは 75 ドルでありました。会員の皆さんに

お詫びし、訂正のご報告申し上げます。  

最後に、東京赤坂ロータリークラブ姉妹縁組 10

周年記念合同例会について、現在 26 名の会員の

方にご登録頂いております。ご登録いただきまし

た皆さん、ありがとうございます。一人でも多く

の会員と訪問したく、スケジュールの調整が出来

そうな方は、もう一度ご検討いただきまして、ご

登録して頂けると幸いです。本日は大変盛り沢山

な一日となっております。例会から情報集会、そ

して新入会員歓迎会まで、どうぞよろしくお願い

致します。 

 

 

●お祝い 

 

ショールーム新設祝い 

桑田真由美さん 

●入会式 

 

 
高知 宏興（こうち ひろおき）さん 

推薦者：瀬川貴夫さん・眞田奈津基さん 

●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 

≪変更≫ 

日時：3 月 27 日(月) ⇒ 3 月 25 日(土)13：00 

場所：福山ニューキャッスルホテル 

理由：G10・G11 合同 IM 参加のため 

≪休会≫ 

日時：3 月 20 日（月） 

理由：定款第 7 条第 1 節 d-(1) 

●丸之内ロータリークラブ 

≪変更≫ 

日時：3 月 13 日(月) ⇒ 3 月 25 日(土)13：00 

場所：福山ニューキャッスルホテル 

理由：G10・G11 合同 IM 参加のため 

≪休会≫ 

日時：3 月 20 日（月） 

理由：定款第 7 条第 1 節 d-(1) 



●松永ロータリークラブ 

≪変更≫ 

日時：3 月 27 日(月) ⇒ 3 月 25 日(土)13：00 

場所：福山ニューキャッスルホテル 

理由：G10・G11 合同 IM 参加のため 

●鞆の浦ロータリークラブ 

≪変更≫ 

日時：3 月 28 日(火) ⇒ 3 月 25 日(土)13：00 

場所：福山ニューキャッスルホテル 

理由：G10・G11 合同 IM 参加のため 

●福山西ロータリークラブ 

≪変更≫ 

日時：3 月 28 日(火) ⇒ 3 月 25 日(土)13：00 

場所：福山ニューキャッスルホテル 

理由：G10・G11 合同 IM 参加のため 

≪休会≫ 

日時：3 月 14 日（火） 

理由：例会場電気設備点検停電のため 

日時：3 月 21 日（火） 

理由：法定休日（春分の日） 

●福山南ロータリークラブ 

≪変更≫ 

日時：3 月 30 日(木) ⇒ 3 月 25 日(土)13：00 

場所：福山ニューキャッスルホテル 

理由：G10・G11 合同 IM 開催のため 

＜配布物＞ 

・備後桐箱パンフレット（桑田真由美さん） 

＜回 覧＞ 

なし 

 

●出席報告 

本日出席率 82.00％ 

（出席者 41 名 欠席者 9 名 出席免除者 2 名） 

 

●委員会報告 

・東京赤坂 RC 姉妹縁組 10 周年合同記念例会 

 

●スマイル BOX 

＜義務スマイル＞ 

会員入会記念祝 

今川忠男さん   2 0 08 年 2 月 5 日 

東森由倫さん   2 0 13 年 2 月 5 日 

橋本慎吾さん   2014 年 2 月 17 日 

＜申告スマイル＞ 

平井 啓博 会長 

一般社団法人福山青年会議所理事長 徳岡旭様、

同専務理事 佐藤比香留様、同チーフセクレタリ

ー 内田誠一様、本日はようこそ福山赤坂 RC へお

越し下さいました。明るい豊かな社会の実現、本

日の卓話よろしくお願い致します。そして髙知宏

興さん、ご入会おめでとうございます。早く会に

なじめる様、積極的なご参加をお願い致します。

会員の皆さん、本日は 17 時より新入会員対象の

情報集会、19:30～新入会員歓迎懇親会がござい

ます。どうぞよろしくお願い致します。 

畑 弓子 副会長 

一般社団法人福山青年会議所理事長 徳岡旭様、

同専務理事 佐藤比香留様、同チーフセクレタリ

ー 内田誠一様、ようこそ福山赤坂 RC にお越し頂

き、有難うございます。本日の卓話「学び・創り・

伝える ～なくてはならない存在であれ～」宜し

くお願い致します。 

松浦 宏次 幹事 

髙知宏興さんご入会おめでとうございます。一日

も早く、ロータリーの一員としてご活躍されるこ

とを期待しております。本日の情報集会と歓迎会、

橋本委員長、東森委員長宜しくお願い致します。

3 人の新入会員が今後、積極的にロータリーに参

加したくなるような設営期待しております。そし

て、本日のグスト一般社団法人福山青年会譏所 

理事長 徳岡旭様、専務理事 佐藤比香留様、チー

フセクレタリー 内田誠一様、ようこそ福山赤坂

ロータリークラブの例会にお越しいただきまし

た。本日の卓話、宜しくお願い致します。 

谷口 宏樹 パスト会長 

髙知さん入会おめでとうございます。必ず活躍し

て下さい。ところで、熊田さん、本日もおいしい

お弁当ありがとうございます。 



今川 忠男 パスト会長 

先日 2 月 21 日に、広島にて 2710 地区財団委員会

に初めて出席を致しました。ザ・ロータリアンの

方々ばかりでした。これから福山赤坂 RC の皆様

にご協力をお願い致しますので、会員の皆様、何

卒宜しくお願い致します。 

眞田 奈津基 パスト会長 

本日の入会式で髙知さんが入会されました。皆さ

ん是非、仲間として温かくお迎え下さいますよう、

宜しくお願い致します。徳岡理事長、とても挨拶

が上手いそうですね。とても、とても楽しみにし

ています。 

清水 朗弘 会員 

一般社団法人福山青年会議所理事長 徳岡旭様、

同専務理事 佐藤比香留様、同チーフセクレタリ

ー 内田誠一様、ようこそお越しくださいました。

徳岡理事長には、この後の卓話を宜しくお願い致

します。是非、空気を読んでいただけるようお願

いします。 

中根 基博 会員 

一般社団法人福山青年会議所 理事長 徳岡旭様、

ようこそ福山赤坂ロータリークラブへ 本日の卓

話よろしくお願い申し上げます。徳岡様は、本学・

如水館中学・高等学校の OB で在学中は野球部

に所属し、生徒会の会長も務めてもらいました。

今後、益々のご活躍をお祈りいたします。 

桑田 真由美 会員 

この度は、お祝い頂きありがとうございます。曙

工芸でロータリーに入会し 11 年になりますが、

同時に販売会社ピアバッコを設立し、ロータリー

の学びのおかげで、新社屋を建つことが出来まし

た。パンフレットにある様に桐製品をオリジナル

で販売しております。今週末から楽天セールも始

まるので、検索してみてください。よろしくお願

い致します。 

瀬川 貴夫 会員 

新入会員の髙知さんをお迎え出来て大変嬉しく

思います。 

佐藤 満 会員 

本日の例会は業務の都合により、誠に申し訳あり

ませんが欠席させていただきます。 

のちの情報集会では、ロータリーについてしっか

りと学びたいと思います。皆様、設営誠にありが

とうございます。スマイル致します。 

馬場 正人 会員 

所用の為欠席させていただきます。誠に申し訳あ

りません。 

岡田 員宗 会員 

所用の為欠席させていただきます。誠に申し訳あ

りません。 

 

●プログラム 

＜ゲスト卓話＞ 

一般社団法人 福山青年会議所  

理事長 徳岡 旭 様 

「学び・創り・伝える ～なくてはならない存在

であれ～」 

 

 

※ 次回例会 2022-2023 年度 

3 月 7 日（火）12：30～ 一心ビル例会場 

ゲスト卓話 広島県福山西警察署 

交通課長 大月 良太 様 

テ ー マ 「高齢者の交通事故について」 



情報集会・新入会員歓迎懇親会 

2023 年 2 月 28 日 火曜日 しゃぶ吉別館にて 

クラブ研修委員会（橋本慎吾委員長）の主催で、1 月 6 日入会の佐藤満さん並びに大西脩冊さんと

2 月 28 日入会の高知宏興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。

 

 

  

 

 

  

 

 


