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会長テーマ 『 温故知新 ～ 温故壱心 』

２０１８年 １月１５日 １月第２例会
本日のプログラム ： ３クラブ合同新年夜間例会
新年祈願祭（御建神社 三善孝昭 宮司） ・ ３クラブ会長/会長エレクト 挨拶 ・ 懇親会

２０１７年１２月 ５日（ １２月 第１例会 ） 報告
※点鐘
※国歌斉唱
※ロータリーソング
※４つのテスト
※ビジター紹介
※出席報告
会員数
３４
来訪者
０
出席者
２６
欠席者
８

名
名
名
名

１２時３０分
正原孝司 会長
君が代
奉仕の理想
職業奉仕委員会
ＳＡＡ・プログラム委員会
平原秀則 小委員長
親睦・出席委員会
高橋秀信 小委員長
12/12 欠席者
２ 名
メークアップ
２ 名
出席率
１００ ％
通算出席率
９７．３６ ％

※メークアップ報告
（12/12 分）
馬 原 直 史 君 12 月 21 日 （西条ＲＣ）
※ニコニコ箱
正原 孝司 君 …

安 井

潔 君 12 月 21 日 （西条ＲＣ）

ＳＡＡ・プログラム委員会
貞岩 敬 会員
新年あけましておめでとうございます。本年度も宜しくお願い申し上げます！

梶原 賢典 君 …

①12/23 元広大留学生 戴(タイ)さんが３０年ぶりに広島へ来てくれました。
家族同士で交流が出来ました。
②1/1 家族１２名で新年互例会をしました。今年も健康でありますように！
③1/2 初詣に妻と二人で太宰府天満宮へ行き、孫の学問成就を祈願して
来ました。
【最終ページに写真掲載】

井川三千男 君 …

おめでとうございます。今年は３月に静岡県浜松市へ露庵を出店します。
よろしくお願い致します。

高橋 秀信 君 …

正月２日、今年はやや少なかったですが、それでも一統３０人が集いました。
今年も何卒、宜しくお願いします。

貞 岩

大晦日～元旦にかけて近所の郡八幡神社で初詣祭がありました。宮総代の
一人として準備から後片付けまで取り組みました。500 名近い方がお参りくだ
さいました。

敬 君 …

☺本日のニコニコ箱☺

… ７，０００円

☺ニコニコ累計☺ … １５９，０００円

Ｒｏｔａｒｙ Ｃｌｕｂ

会長時間

会 長

ｏｆ Ｈｉｇａｓｈｉｈｉｒｏｓｈｉｍａ

正原孝司

～みなさん 新年あけまして おめでとうございます～
昨年の X’mas 例会では、大変楽しませていただき あらためてクラ
ブ管理運営委員会の皆さまには、感謝を申し上げます。
又、本年は戌年で『６０年に１回の丙の戌年』 という事で、景気回
復と株価上昇で、今のところワンダフルな年明けとなっております。
さて、６０年前と今ではずいぶん違うのですが、１９５８年の戌年より
更に前になりますが、ロータリーの友は、１９５２年 創刊時２０円で
あり、１９７５年に２００円になり、それから今まで、４０年以上値上げ
されていないのです。
先月末に会費の請求明細にもありましたように税込み １ヶ月２１６円なので、今さらですが すごい事だなあと
感心しました！！
さて、１２月の例会でも申し上げましたとおり、３０周年の記念誌を今、石井さんをはじめ、吉本さん、早志先生
で校正中でありますが、石井さんにちょっと事前にカンニングさせていただきまして、その中で特に『気になった
事柄を３点報告』させていただきます。
１点目は、事業の件です。（青少年奉仕）
ロータリー財団奨学生は、２０００年６月からの尾形君（フランスへ）以来お世話していませんでした。今回、先日
ご案内もしている池田さんが合格になればなんと、１８年ぶりとなる予定です。
又、地区の青少年交換留学生としては、２０１０年のイルバさんと植本悠介君で、これも８年ぶりという事ですし、
米山奨学生もネパールからのハマル君が完了してから約４年が経っている事となります。
こういう青少年に対する奉仕活動がしばらく出来ていなくて残念な気がしました。また、今までお世話にした方々
に連絡を取り、その出会いの素晴らしさをもっと有効に P・R も出来れば、古き仲間とも話も出来てロータリーの網
領（目的）の一つにも合致して良いのでは？！と思いました。
２点目は、『東広島ロータリークラブ創立３０周年に寄せて』の皆さんの原稿では、個人の趣味の事、ロータリーで
の出会い、特に旅行の思い出が多かったと思います！これは、是非 クラブ内に旅行の会等の同好会を作っても
らえれば幸いと思いました。
そしてもう１点は多分、２０１９年度はアシスタントガバナーを出さないといけない５年目になるという事でした。その
為にも、現在会員の平均年齢も、約６３才となり会員拡大が重要かつ急務という事です。これも今月１月からの後
半戦で頑張りたいと思いますので、皆さんの御協力を宜しくお願い申し上げ会長時間とさせていただきます。

*** 2012 年度米山奨学生 呉 書雅 さんから年賀状が届きました ***
私たち夫婦は相変わらず、弘前で頑張っております。
本年から、私は日本と台湾の絆の授業を担当しております。
＜弘前大学「下北と台湾の命の絆（社会調査）
」＞
引き続き、日本と台湾の架け橋として頑張ります。
※ 呉さんは、2012 年度の米山奨学生（カウンセラー：馬原会員）で、
広島大学で知り合われた日本の方とご結婚され、青森県で活躍されています。

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

Ｒｏｔａｒｙ Ｃｌｕｂ

本日のプログラム
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新入会員卓話 福藤一也

会員

入会後、初めての卓話をさせていただきます、福藤でございます。
8 月より皆様のお仲間に入れていただきましたが、普段私が何の仕事をして
いるのか？と思われている方も多いと思い、このお時間をいただきましたの
で簡単にお話しさせていただきます。
会社名は『パラマウントベッド ホールディングス株式会社』といい、1947 年
（昭和 22 年）に創業、病院用ベッドの専業メーカーとしてスタートしました。
その後、高齢化の進展を背景とし高齢者施設や在宅介護分野への事業領
域を拡大しながら、さまざまな製品とサービスの開発を行ってまいりました。
近年では、「ベッド等の点検・メンテナンス事業」や「福祉用具のレンタル卸
事業」への参入と、国内外においてのヘルスケア分野を中心とした事業の
多角化に取り組んでおり、主要事業 3 本柱として、子会社が以下の通りとなります。
① パラマウントベッド株式会社 ⇒医療福祉機器・設備の製造・販売
② パラマウントケアサービス株式会社 ⇒福祉用具レンタル卸
③ パラテクノ株式会社 ⇒ベッド等の点検・設備・リース
少しだけ宣伝をさせていただきますと、病院・施設への販売以外にも、ご自宅で介護が必要な方々へのベッド等
の販売・レンタル、また健常者の方々に向けたベッドの販売も行っております。
※ご興味お有りの方は、HP を是非ご覧ください
私が在籍しておりますのは、①のパラマウントベッド株式会社になりますが、今現在の所属として仕事をしており
ますのは、②のパラマウントケアサービス株式会社になります。
社歴としましては、広島市内の工業高校を卒業後にパラマウントベッド株式会社 広島支店に入社し 30 歳まで
配送・サービスとして業務系を経験、31 歳より営業職となり在宅介護事業を行う会社様への販売を 5 年間山口
県で担当をし、現在のパラマウントケアサービス株式会社が山口県出店を機に出向し 8 年目に突入している今
は、山口・広島・西広島と 3 拠点長として兼務中となっております。
営業経験としては 14 年目となりますが一言、メーカーの立場での販売営業と、レンタル卸業としての営業の違
いと難しさを経験でき、お客様や上司・同僚・後輩と仲間に支えられながらここまで来れたかなと実感していま
す。
最後になりますが、当社の企業スローガンである、
【as human、for human（人として、人のために）】を常に意識し、事業活動を通じての社会貢献または地域貢献の
気持ちを持ち続け、人として成長し続けていけるよう精進したいと考えます。
引き続きのご指導ご鞭撻のお願いをさせていただき、私の卓話とさせていただきます。
ご静聴ありがとうございました。

１月 Ｈａｐｐｙ Ｂｉｒｔｈｄａｙ !!

金婚式(結婚５０年) お祝い

平原会員 １月１１日
早志会員 １月１７日
田中会員 １月３１日
武田会員 １月３１日

「超我の奉仕（Service Above Self）」

村上会員

Ｒｏｔａｒｙ Ｃｌｕｂ

ｏｆ Ｈｉｇａｓｈｉｈｉｒｏｓｈｉｍａ

※幹事報告
荒谷正彦 幹事
・例会終了後、定例理事会を開催いたします。
・１２月のロータリーレートは １ドル=１１４円 です。
・次回例会は、１月１５日(月)１８：３０～ ３クラブ合同新年夜間例会です。１月１６日(火)の例会はありま
せん。お間違えのないようお願い致します。
※１月定例理事会報告 2018 年 1 月 9 日（火）13：45～
《報告事項》
・クリスマス家族例会事業報告
・IM について 開催日時：3 月 24 日(土)13：30～受付開始、場所：グランラセーレ東広島
登録料：８，０００円（全員登録）
・第１０期 RLI 参加登録について…今期、当クラブからの登録は無し
・R 財団奨学生 池田梨穂さんの近況報告
《審議事項》
・1 月のプログラム確認と 2 月のプログラムについて
2 月卓話は変更の可能性あり
・12 月会計報告
・その他
・他クラブ会員合流での姉妹クラブ交流について その都度、理事会で審議
・事務局職員雇用契約について 今年度末までに検討
・会員増強について 現状の再確認、勧誘(声かけ)強化を周知

【承認】
【承認】

会員投稿写真
梶原会員

年末年始の風景(ニコニコ箱より)

元広大留学生 戴(タイ)さんご家族との交流

次週のプログラム

元旦に梶原家１２名で新年互例会

１月２３日(火) １２：３０～

奥様と大宰府天満宮へ初詣

公共イメージ向上委員会 早志委員長 「温故」
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