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２０１７年１２月１９日 １２月第３例会 

本日のプログラム ： クリスマス家族例会  

２０１７年１２月１２日（ １２月 第２例会 ） 報告 

※点鐘 １２時３０分 正原孝司 会長 

※ロータリーソング 我らの生業  

※ビジター紹介 ＳＡＡ・プログラム委員会 村尾卓志 会員 

 合同会社ＦＬＡＰ 代表 中山翔太 様 

 西条ＲＣ 今谷敏彦 様 

※出席報告 会員増強組織委員会 立川宏治 委員長 

会員数 ３５ 名 11/2８欠席者 ６ 名 

来訪者 ２ 名 メークアップ ４ 名 

出席者 ３１ 名 出席率 ９４．２８ ％ 

欠席者 ４ 名 通算出席率 ９７．２５ ％ 

※メークアップ報告 （１１/２８分） 

 萩 尾  勝 美 君 11月 29日 （広島陵北ＲＣ） 村尾  卓志 君 11月 30日 （西条ＲＣ） 

 馬 原  直 史 君 11月 30日 （広島安佐ＲＣ） 平原  秀則 君 12月 4日 （広島中央ＲＣ） 

※ニコニコ箱 ＳＡＡ・プログラム委員会 栁河元木 会員 

 山名  征三 君 … １２月７日より仙石庭園で行っていました『日中著名画家双人展』が無事終了 

いたしました。作品はあと１週間展示しております。 

 高橋  秀信 君 … ついに積雪となりました。約１０ｃｍです。出掛けるのに困り、本日は４ＷＤで 

参上です。 

 島﨑  晶子 君 … お誕生日のお祝いをありがとうございました。おいしく頂きました。 

 田中祐太郎 君 … 先週の総会では、理事役員の発表を間違い、皆さんにご迷惑をかけました。 

 上川  哲也 君 … 先日、妻と八神純子のコンサートに行ってきました。同い年の６０歳ですが、 

相変わらずの美声に感動しました。 

☺本日のニコニコ箱☺ … ５，０００円 ☺ニコニコ累計☺ … １５１，０００円 

 



会長時間  会 長  正原孝司                           

本日は例会に合同会社ＦＬＡＰの中山さんをお迎えし、体の歪み

の改善第３弾ということになると思いますので、後程宜しくお願い

申し上げます！ 

又、本日は上期の事業等に関する気づきを話させて頂きます。 

別紙に ７月～１２月の約半期の自分自身のロータリー活動内容を

書いていますので、一応見ておいてください。 

各委員会でも再度委員会を（合同でもいいので）開催して頂き、こ

の約５ヶ月半の仮決算棚卸しをしてみて下さい！ 

事業計画とあまりに違うのであれば１月からの半期もありますの

で、是非この１２月中にいろいろ御確認と御検討を再度してみて

下さいますようお願い申し上げまして会長時間とさせて頂きます。 

『ありがとうございました。』 

 

7月 4日 7月第 1例会 7月 7日 正副会 満天  

  10日 3 クラブ合同例会 18日 商工会 市との懇談会 両観光協会と 

元Ｇ補佐同士の 

友情に感謝です 

18日 栁河会員入会式、クラブ協議会 30日 江田島花火大会 

25日 早朝例会(マイロード活動) 8月 4日 奉仕八団体 水軍の郷 

8月 1日 ヨガ スーリア 原田先生 17日 正副会 駅前よい子  

8日 福藤会員入会式、貞岩会員卓話 19日 ＪＣ40周年  

22日 島崎（高）会員卓話 26日 ＣＰカップ杯少年サッカー大会  

29日 立川会員 会員拡大クラブ協議会 27日 地区セミナー  

9月 5日 栁河会員卓話 9月 4日 情報集会 本庄  

12日 太陽ＭＥＧＵＲＵ先生 11日 正副会 かつや  

19日 情報集会発表 18日 長寿苑様 1日苑長 次年度から祝儀を 

26日 職場訪問例会 広島空港 23日 ＪＣ講演会 ワタミ会長様 「夢に日付を」 

10月 1日 まつたけ家族例会（会員 24名、ご家族 50名、計 74名参加）ありがとうございました!!  

10日 クラブ協議会 10月 7,8日 酒まつり  

17日 卓話 東広島市企画振興課 西村様 17日 正副会 ＨＡＮＡＢＩ カープセリーグ優勝 

24日 卓話 県立広島大学 原田先生 20日 本庄 CS 敗退 残念!! 

31日 前垣Ｇ補佐訪問例会 24日 臨時理事会  

11月 7日 卓話 元米山奨学生 李政樹さん 28，29日 地区大会（岩国）へ  

14日 藤中ガバナー公式訪問例会 11月 11日 ＲＹＬＡ・山のグランドワーク 11 月は忙しかった 

21日 卓話 米山奨学生 鄭子路さん 12日 外国人日本語ｽﾋﾟｰﾁｺﾝﾃｽﾄ 第 14 回・14 名出場 

28日 村上会員卓話 15日 奉仕八団体 ＨＡＫＵＷＡﾎﾃﾙ  

  20日 新入会員セミナー 本庄 Ｒ情報委員会 

12月 5日 コジマヤ 木村社長卓話 29日 ＪＣ・青年部・３ＲＣ交流会 初めての試み 

12日 合同会社ＦＬＡＰ 中山翔太様 12月 1日 ＩＳＯ赤シャツ会  

19日 クリスマス家族例会 6日 Ｒ財団奨学生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 應原委員長・池田さん 

 

Ｒｏｔａｒｙ Ｃｌｕｂ ｏｆ Ｈｉｇａｓｈｉｈｉｒｏｓｈｉｍａ 

「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる（One Profit Most Who Serve Best）」 

 



本日のプログラム  

卓 話 合同会社ＦＬＡＰ代表 中山翔太 様 

「いつまでも元気な身体づくり」 
～脳トレ、ストレッチ、自体重トレーニング～ 

 

「企業は人である」といわれるように、働く人の心とからだの健康づくり 

への取組みは、活気ある創造性豊かなマンパワーを確保するうえで、 

とても大切なことといえます。 

これからの人生を、質の高い生活を送るため、従業員や周囲の大切な 

方のためにも、ご自分の体を大切にしてあげましょう。  

また、これからは、健康管理・健康づくりに配慮することによって、経営 

面においても大きな成果が期待できるとの基盤に立って、健康管理を 

経営的視点から考え、戦略的に実践することが必要となってきます。 

運動はいつ始めても遅くはありません。 

できることからコツコツと積み上げていくことで健康づくりが始まります。 

今回は，ご自身の健康づくりについて考え、安全で楽しく効果的な運動のポイントについて講義と 

簡単な実技を交えてお伝えいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｒｏｔａｒｙ Ｃｌｕｂ ｏｆ Ｈｉｇａｓｈｉｈｉｒｏｓｈｉｍａ     

「超我の奉仕（Service Above Self）」 

脳トレ・ストレッチ・自体重トレーニング を教えていただき、頭と身体をリフレッシュ 

出来ました。職場や家庭でも実践し健康づくりに取り組みたいと思います。 



※委員会報告および連絡事項 

親睦・出席委員会  高橋秀信 小委員長 

・クリスマス家族例会について 

 次週（１２/１９(火)）は、１８：３０～ グランラセーレ東広島にてクリスマス家族例会となっております。 

 当日プレゼントを持って来られる方は、お忘れのないようお願い致します。 

田中会長エレクト 

・先週の総会で、理事役員発表に間違いがあり、ご迷惑をおかけしましたことをお詫びいたします。 

※幹事報告    荒谷正彦 幹事 

 ・年末年始の例会スケジュールについて 

  １２/２６(火)、１/２(火) → 休会、  １/９(火) → 通常例会 

 ・「職場・会社におけるがん予防に関するアンケート」を本日ポスティングしております。ご協力をお願い 

  いたします。 

 ・「マイハートコンサート」の招待券２枚、事務局にあります。ご希望の方はお申し出下さい。 

  日時：１２/２７(水) 18：30～、 場所：広島国際会議場フェニックスホール 

 ・事務局休み １２/１３(水) 午後休み、 １２/１８(月) 終日休み 

※今後のスケジュール 

12月 26日（火） 休 会 

 1月 2日（火） 休 会 

 1月 9日（火） 1月第 1例会 新入会員卓話  福藤一也 会員 

 1月 15日（月） 1月第 2例会 3 クラブ合同新年夜間例会 【 時間：18：30～、1/16（火）の例会変更 】 

 1月 16日（火） 休 会 

 1月 23日（火） 1月第 3例会 公共イメージ向上委員会担当  早志光由 委員長 「温故」 

 1月 30日（火） 1月第 4例会 卓話 広大熱気球サークルＢ.Ｃ.有頂天  松永 望 様 

 

 例会への出席  

ロータリーの活動は、例会内活動と例会外活動に分けられます。 

毎週行われる例会にて高められた心をもって、それぞれのコミュニティーに帰り奉仕を実践 

するのが理想です。 

例会では、親睦を前提とした奉仕の理想の研鑽、例会が終わると奉仕活動の実践をします。 

“Enter to learn, go forth to serve.” 「入りて学び、出でて奉仕せよ」 

例会へ出席する目的、そして例会のあり方等、もう一度考えてみましょう。 

例会は人々の道場であり、そうあるべきです。 
 

次週のプログラム      １月 ９日(火) １２：３０～  新入会員卓話  福藤 一也 会員 

発行：東広島ロータリークラブ  

●例会場 グランラセーレ東広島 

 東広島市西条町御薗宇円城寺６９５０-２ 

 TEL：０８２-４２３-３０００  FAX：０８２-４２３-８６４９ 

 例会日 火曜日 １２：３０－１３：３０ 

●事務局  〒７３９-００１４ 

 東広島市西条昭和町 13-37 ｼｭﾌﾟﾘｰﾑ松屋ﾋﾞﾙ 402 

 TEL：０８２-４３１-３７８０ FAX：０８２-４３１-３７８１ 

 E-ｍａｉｌ ： ｈｉｇａｓｈｉ-ｒｃ＠ｃｒｕｘ.ｏｃｎ．ｎｅ．ｊｐ 

Ｒｏｔａｒｙ Ｃｌｕｂ ｏｆ Ｈｉｇａｓｈｉｈｉｒｏｓｈｉｍａ 


