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◆会長報告 

皆様、こんにちは、本例会も多数ご出席頂き有難うございます。 

会長の時間の挨拶について困って、他のロータリークラブの会長

の時間の挨拶を調べていたところ、次のような挨拶があり参考とさ

せていただきました。亓木寛之さんの『林住期』という本に古代イ

ンドでは、人生を４つの時期に分けて考えたそうです。 

２５歳までは学生期 

５０歳までは家住期 

５０歳から７５歳までは林住期 

７５歳から１００歳までは遊行期 

というそうです。学生期は青春時代で、心身を鍛え学習し、体験を積む時期で、家住期は就職、結婚し

て社会人として子供を育て家庭を築く時期、『林住期』子育ても終わり、リセットして、リ．ビルド再び

希望と自信を取り戻す黄金期である、と言っています。私たちのクラブは今１４年目に歩みを進めてい

ます。この古代インドの諺に拠ればまだ未だ、学生期であるかもしれません。 

ポール ハリスは『世界は変化しています。ロータリーも変化しなければならない。』と言われていま

す。社会に対応して変わるところは変わる。『守っていく伝統と改革していく伝統』が必要と言われてい

ます。福山赤坂ロータリークラブの歴史イクオール創立会長やチャーターメンバーの方々先輩パスト会

長が営々と築かれた、クラブの歴史の大切さを大事にし、改革すべきところは全員の総意をもって前向

きに改革していく、来年の福山赤坂ロータリークラブ活性化のテーマであると思います。 

ある先輩から『ロータリーは、銀色ではなく、いぶし銀になることや』と教えられました。とありま

した。なかなか難しい事とは、思いますがいぶし銀を目標に、会員一丸となって『魅力あるロータリー

に』なるように頑張っていきたいと思います。 以上他クラブの会長の挨拶をパクリながら、私の私見を

交えお話させていただきました。 

 本日の卓話の時間は、２００９－２０１０年度前期の福山赤坂ロータリークラブクラブ運営について

反省を込め報告と後期に向けてのクラブ運営についてつたない報告を、させていただきたく存じます。

よろしくお願い致します。 

以上で、会長の時間とさせていただきます。 ありがとうございました。 
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◆出席報告  ○会員数 40 名  ○出席率 86.49％ 

        欠席者  3 名   武郷さん 貝川さん 西川さん 角田(浩)さん 岩永さん 

○ 補正出席率 11 月 29 日  78.38％ 

 メークアップ   石田さん 佐藤(俊)さん 谷口さん 徳永さん 

 

◆会員創業創立記念祝   

  前田眞治さん    ㈱ゑびすあられ    42 年 12 月 1 日 

  西川和吉さん    ㈱ニックス      Ｈ.2 年 12 月 6 日 

  西 浩二さん    ㈱バルコムモータース 42 年 12 月 14 日 

 

◆義務スマイル 

 武田正敏会長……本日は前期を振り返ってと題した、つたない報告をさせていただきます。眠くなるので静

かにご清聴ください。先日当社の新事業が経済レポート、ビジネス情報誌に紹介されました。感謝です。 

 今五尚正さん……武田会長月日のたつのは、何と早いものか「前期を振り返って」ですか？ 本日例会後指

名委員会が開催されます。指名委員の方よろしくお願いします。 

 徳永雅俊幹事……本日は武田会長の前期を振り返ってというお題で卓話をいただきますが幹事としまして

も一年間ご協力誠にありがとうございました。 

 藤原美則さん……先般（11 月 27 日）に済美中学校 1 年生に「地域の伝統文化・歴史・産業名等を調べる」

という学習で 50 分の授業をしてきました。授業内容は私の所蔵している、福山市重要文化財「太田古墳

出土品」についてでしたが、あらかじめ生徒全員から質問を出してもらいすべてに応えるように話しまし

た。珍しさからか生徒の学習態度は立派でした。 

 佐藤 貢さん……続けて欠席しましてすみませんでした。スマイルさせていただきます。また私が云うのも

何なんですが新年家族例会は楽しんでいただける企画を計画していますのでぜひ出席をお願いします。 

 平田 昭さん……8 日の例会は出張のためお休みしました。スマイルします。 

 谷口宏樹さん……先日あるゴルフコンペで優勝させていただきました。卖純ですが来年は良い年になりそう

なのでスマイル致します。 

 

◆プログラム：会員卓話：「前期を振り返って」：武田正敏会長 

本日は会員皆様の貴重な時間を頂戴し本年度前半を振り返り７月就任

から昨日まで当福山赤坂ロータリークラブがロータリークラブの使命を

皆様のご協力を得ながら成してきた事、思いだけで出来なかった事等、

反省し、後期に向けての活動の参考にしたく報告させていただきます。 

本年度開始前２００９年６月２３日例会にて、次年度クラブ運営方針

を述べさせていただきました。 

今一度概要をご説明させていただきます。 

本年度の国際ロータリー方針 

RI のテーマー 「ロータリーの未来はあなたの手の中に」とあり 

RI 会長の強調事項は 水（特にきれいな水）・保健と飢餓救済・識字率向上の３項目であります。 

又、本年度 第２７１０地区の地区方針岡田ガバナーは地区テーマーとして 「ロータリーにはまろ

う！」を掲げられました。ロータリーをより理解し参加することが楽しくなるようなロータリーとした

い。このことを地区テーマーに願いを込められているのではと思います。 

地区運営方針として次のことを掲げられました。 

１、国際奉仕を重点奉仕とし、奉仕全般を実践 
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・職業奉仕に関する研修会の開催。 

２、ロータリーの理解を深めるため、研修の充実 

・各クラブは必ず研修リーダーを選任 

・研修手法は RLI を取り入れ対話形式にて研修をする。 

３、各クラブの指導は担当ガバナー補佐を中心に地区がサポートする。 

４、RI 人頭分担金として １人 ４９ドル  

５、地区資金として １人 ２４，５００円 

地区目標として 

１、RI 会長賞の推進 

・RI 会長賞へのチャレンジ・その他の RI 各賞へもチャレンジ。とあります。 

２、 会員増強及び会員維持 

・会員純増３％を目標とする。 

・各クラブ会長は新入会員１名以上の入会を目標。 

・各クラブ１名以上の純増 

３、 ロータリー財団への寄付 

・年次寄付…１１０ドル以上 

・恒久基金…各クラブベネファクター１人以上 

・使途指定寄付…ポリオプラスなどへの継続的協力 

・「ロータリーの２億ドルのチャレンジ」への協力 

４、 米山記念奨学会への寄付 

・１人 15,000 円以上の達成 

以上が地区運営方針・地区目標であります。 

 

当福山赤坂ロータリークラブの 2009 年―2010 年の運営方針を次のように決定いたしました。 

テーマーを「ロータリーにはまり込む」といたしました。これを実現するために 

 ・職業奉仕を以て会員相互扶助と親しい友人つくり 

 ・「例会に出席して良かった」と思える例会 

 ・親睦活動同好会活動を通じての和気藹藹としたクラブ作り 

 ・全会員の奉仕活動を通じて地域との融和。地域活動を通じてのロータリーの広報活動 

 ・奉仕活動を行いながらロータリーへの誇りの醸成。 

等を重点項目として実践する。とし 

目標及び活動計画を次のように定めました。 

１、 項目めは会員増強・会員維持…眞田創立会長のお陰で現在 3 名の新入会員を迎えることができ期

首の３7 名から 40 名と会員増加となっております。創立会長ありがとうございました。重ねてお

礼申し上げます。会員増員これを成すために（各委員会で 2 名以上の入会候補者を推薦願います。）

とお願いいたしておりますが、残念ながら私の不徳の致すところにより各委員会 2 名以上の入会

候補者推薦が現在未達でございます。後期も目標達成のため会員皆様の更なる、ご協力よろしく

お願い申し上げます。 

２、 項目めは、RI 会長賞への挑戦を掲げました。 

必須項目が3項目ありまして①会員純増1名②ロータリーに対する認識と公共イメージを高める。 

印刷媒体又は看板広告を使用し広報活動をする。③ポリオ撲滅 1000 ドル寄付 

必須項目 

第① 条件については眞田創立会長のお陰で、会員純増増強は現在クリヤしております。 
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第② 条件についてはバザー等の会場でポスター展示等を行いました 

第③ 条件のポリオ撲滅 1000 ドル寄付についても寄付者について目途が立っております。 

3 月締め切りに合わせて申請する予定です。ご協力ありがとうございます。 

３、 項目めは、地区目標、ロータリー財団・米山記念奨学会寄付の目標達成。各負担金の納入。を掲

げました。 

RI 人頭分担金 1 人 49 ドル・地区負担金 1 人 24,500 円・ 

ロータリー財団年次寄付…1 人１１０ドル以上・ 

恒久基金…各クラブベネファクター１人以上・ 

使途指定寄付…ポリオプラスなどへの継続的協力・ 

米山記念奨学会への寄付・１人 15,000 円以上。 

これらの寄付についても皆様から貴重な浄財を頂き、お陰さまにて達成の目途がついて居ります。

会員皆様のご協力に感謝いたしますとともに、特にロータリー財団等委員会委員長ロータリー財

団部会部会長神原一省パスト会長、又、ロータリー財団等委員会米山記念奨学会部会部会長藤原

美則パスト会長には一方ならぬご尽力をいただきました。ありがとうございました。後期もよろ

しくお願いいたします。 

５、 継続事業でございますが 

① 薬物乱用防止チラシ配布啓蒙活動を奉仕プロジェクト委員会社会奉仕部会・新世代奉仕部会の

主導のもと 7 月１４日早朝より会員皆様・福山西警察・町内会・学校関係者のご協力のもと、

備後赤坂駅前・済美中学校前において薬物乱用防止のチラシ配布を行い啓蒙活動を行いました。

例年になく多くの方々にご協力いただきました。会員皆様のご協力もさりながら、特に警察関

係に連絡を頂きました岡本征三部会長にはお骨折り頂きました。改めて感謝申し上げます。 

② JR 備後赤坂駅前美化活動におきましても、奉仕プロジェクト委員会杉原康生パスト会長主導

のもと、美化活動を行っていただきました。会員の皆様のご協力をいただきましたが、特に梅

西啓二会員には会社ぐるみでご協力頂き、藤原義則パスト会長には、花壇に添える花々をご提

供いただきました。ありがとうございました。その他にもご協力いただいた会員の方々感謝で

ございます。 

③ 10 月３１日慈善バザーの開催 会員皆様からバザー販売物品を提供いただきました。物品を販

売し売上金額はすべてロータリー財団・米山記念奨学会に寄付させていただきました。ありが

とうございました。ご協力いただきました会員の方々長時間にわたりお手伝いいただきまして

ありがとうございました。又、バザー会場でロータリーのポスターを掲示しての広報活動など

を行うことが出来ました。尚、会場を提供いただきました赤阪英一パスト会長ありがとうござ

いました。 

④ 小学生ゴルフ協議会協力事業として 奉仕プロジェクト委員会・新世代奉仕部会にて、第 3 回谷

原秀人ジュニアクラシックへのボランティア協力をいたしました。新世代奉仕はロータリーの活

動の中でも重要な要素です。幼尐のころからロータリーのマークを見る機会が与えられ、父兄の

皆さんからもロータリーはこんな良いことをしている奉仕団体だ。と認識して頂けた絶好の機会

でした。当日、自分もプレーしたくて腕が高鳴るのを抑えご協力いただきました会員の皆様に感

謝申し上げますと共に、この機会をご提供いただきました谷原直人会員に深甚なる感謝を申し上

げます。 

次に、新規継続事業として「善行児童生徒表彰」を行いました。 

眞田創立会長から、私たちは地方に根差した地方のロータリーであり、国際奉仕というような大

規模の奉仕活動より地域に密着した奉仕をしたらどうか、地域で良いことをした児童生徒を対象

とした「善行児童生徒表彰」のご提案があり、理事会に諮り可決頂き、眞田創立会長・杉原奉仕
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プロジェクト委員会委員長に相談しながら、学校関係者との調整打ち合わせを行い１０月２７日

当クラブ会場にて対象児童生徒ご父兄学校関係者列席のもと「善行児童生徒表彰」表彰式を挙行

することができました。学校関係者からも非常に喜ばれ、善行児童生徒が表彰された。良いこと

をしていると誰かが見ていてくれているのだという教育的効果があって大変良かったと感謝され

ました。本年度は済美中学校・福山赤坂小学校の児童生徒が対象でしたが今後対象校を増やしよ

り地域へ密着した事業とし、ロータリーの名を高めたいものだと感じました。ご協力いただいた

皆様感謝でした。 

運営方針の最後となりますが、 

例会運営について方針を掲げました。 

① 高い出席率の維持・出席部会梅西部会長のご努力で精いっぱい頑張っているところでございま

すが当クラブは公明正大な出席判定を行っているせいもあり他クラブの出席率に比べ見务っ

ています。出席部会長のお気持ちを察して頂き万障繰り合わせてご出席賜りますようお願いい

たします。ご承知の通り出席はロータリークラブ会員の義務となっております。よろしくお願

いいたします。 

② 経営に参考になるタイムリーな卓話者の選択 

本年度は例会をより楽しく有意義なものとなり会員皆様が興味を持って参集いただけるよう

な例会運営を特に卓話者の選択に留意いたしました。 

外部のゲスト卓話者の報告です。 

7 月 21 日福山市保健所から高田潤子先生の「新型インフルエンザについて」 

9 月 1 日柳五社会保険労務士事務所から柳五誠治先生「各種助成金について」 

9 月 8 日福山西警察署暴力担当の水迫和志先生「広島県内の薬物犯罪情勢について」 

9 月 29 日福山東警察署尐年育成官の二上晴美先生「尐年非行の情勢について」 

12 月 8 日社会福祉法人「芙蓉の家」理事長五出健次郎先生「設立事情・入所者について」 

等など普段聞くことができない興味深い卓話を各講師から伺うことができました。ロータリー

にいるからこそ聞ける貴重なお話ばかりでした。卓話講師の招聘折衝などお骨折り頂きました

関係部署会員の方々ありがとうございました。感謝申し上げます。 

③ 家族例会の継続実施夜間例会の継続実施 

8 月 2 日第 600 回記念例会を納涼例会と合わせクヴェーレ吉和にて家族の方々と共に挙行いた

しました。多くの会員またご家族に参加いただき感謝でした。 

9 月 15 日 福山市福寿会館にて月見夜間例会を開催いたしました。 

10 月 27 日 当クラブ例会場にて「児童生徒善行表彰」を夜間例会とし挙行いたしました。 

11 月 29 日 福山赤坂ロータリークラブ・松永ロータリークラブ合同の合同夜間例会を尾道グ

リーンヒルホテルにて開催いたしました。 

年度後半にも数回の親睦を兼ねた楽しい夜間家族同伴の例会を設定いたしております。なにと

ぞご協力ください。 

④ 休会者への各種行事の参加案内・訪問 

仕事のご都合・体調・その他の理由で現在3名の会員の方々が休会を余儀なくされております。 

会長幹事は当然の義務でございますが、会員の皆様におかれましても我が同志の会員が一日で

も早く復帰して頂きますようお力添えをお願いいたします。 

 

以上、クラブ運営方針に基づき 2009-2010 年度前半の運営状況を報告させていただきました。次に例会

理事会等について報告させていただきます。新年度、就任緊張の第１回目の例会 

第５９６例会は、例会前新旧理事会が開催され・前年度決算・本年度予算・休会届けの報告など審議い

ただき了承されました。例会にて、直前会長直前幹事に、素晴らしいクラブ運営を頂い



 

6 
た事への感謝を申し上げるとと もに記念品の贈呈をさせて頂きました。卓話の時間

は、新年度役員委員長就任の挨拶を頂きました。 

第５９７例会は、創立会長ご紹介者のお陰で新入会員入会式を挙行することができました。 

        吉永宣明会員・山本秀樹会員を迎えることができました。 

        プログラムはクラブ行事とし２００８－２００９年度の決算報告を佐藤直前会長の下

今五直前幹事より報告があり前田直前会計監査より監査報告があり、了承されました。

２００９－２０１０年度の予算案報告を本年度会長のもと徳永幹事より報告があり了

承されました。 

第５９８例会は、ビジターとして近本グループ１１ガバナー補佐 瀬来ガバナー補佐幹事を迎えました。 

        プログラムは、「新型インフエルエンザについて」保健所予防課長高田潤子様に卓話を

頂きました。 

第５９９例会は、例会前に理事会を開催し７月度予算状況とプラグラム変更について協議いただき了承

されました。会員卓話は、福本 会員の「私の生きざま」と題して卓話を頂きました。

外国の企業との駆け引き、人間関係など貴重なお話を頂きました。 

第６００例会は、600 回記念と納涼例会を合せて日帰りバスツアーとしクヴェーレ吉和にて執り行いま

した。例会に続き親睦会、美術館見学、温泉入浴など盛り沢山のプログラムで会員・

ご家族ともにロータリーを多いに楽しんで頂きました。企画実施頂きましたクラブ管

理運営委員会の皆様、親睦部会の皆様、特に原親睦部会長にはお世話い頂き感謝でし

た。 

第６０１例会は、持ち回り理事会にて「山口県の豪雨に係る義捐金拠出について」協議いただき了承さ

れました。会員卓話となり「会員増強について」佐藤和美会員増強部会長より卓話を

頂き、クラブにとって必要な人員数の確保の重要性とふさわしい人材の増強について

貴重な資料などご用意いただき、分かりやすく解説頂きました。 

第６０２例会は、持ち回り理事会が開催され松永ＲＣ合同例会についてのプログラム変更が了承されま

した。プログラムはセミナー報告となり 8 月 23 日に行われた地区指導者研修会に参加

頂いた方々の報告を頂きました。 

第６０３例会は、例会前理事会が開催され「予算実行状況」「AED 支払」について、それぞれ協議いた

だき了承されました。ゲスト卓話となり福山单ＲＣ現会長で、柳五経営労務事務所の

柳五誠治所長の卓話を頂きました。各種助成金についてお話を頂き会員企業におかれ

ましてもご参考になったのではと思います。 

第６０４例会は、例会前理事会が開催され「AED 納入を９月１５日」「台湾台風義捐金義援金１００円」

「兵庫県西北部豪雨災害義援金５００円」それぞれの案件が了承されました。ゲスト

に水迫和志福山西警察署暴力担当係長を迎え「広島県内の薬物犯罪情勢について」 

        お話を頂きました。岡本部会長ご紹介ありがとうございました。 

第６０５例会は、月見夜間例会となり福山市福寿会館にて庭園を鑑賞しながらの月見例会といたしまし

た。昨年、藤原パスト会長から月の出カレンダーを頂きながら満月の日程で開催でき

なかった事を深くお詫び申し上げます。開催にご尽力くださいましたクラブ管理運営

委員会の皆様ありがとうございました。 

第６０６例会は、ゲストに二上晴美福山東警察署生活安全課尐年育成官 をお迎えし「尐年非行の情勢

について」話を聞くことができました。 

第６０７例会は、例会前理事会を開催し「予算実行状況」「プログラム変更合同例会の件」「佐々木新入

会員の件」「会費変更に伴う細則変更の件」「バザー開催日程と広報活動をする件」そ

れぞれが承認されました。例会では眞田創立会長のご推薦で佐々木和久会員の入会式

を行うことができました。プログラムは会員卓話となり「創立記念例会に寄せて」と



 
7 

題し眞田創立会長より卓話を頂きました。創立期の経緯ご苦労等を話し頂き、ロータ

リーについての話でケンタッキーフライドチキンの創始者カーネルサンダースの一文

をご紹介いただきロータリーの精神を持って企業経営を行うことにより成功につなが

ることが多いと示唆され、事実有名な成功した企業人も多い。ロータリーの綱領目的

使命意識は人生目標として素晴らしい指針となると結ばれ、ロータリーとかけて法事 

と説くその心は老人が昼間集って食事をとる。確かかように話されたように思います。

間違っていたらすみません。同級生とか親とかお金などに替え難いものがある。この

ようにお話下さいました。我々はクラブの独自性アイディンティティを大切に作り上

げようとも話され素晴らしい教訓を頂きました。 

第６０８例会は、10 月 11 日地区大会出席例を例会といたしました。 

第６０９例会は、福山赤坂ロータリークラブの臨時総会を行い、福山赤坂クラブロータリー細則第６条

入会金及び会費の第 3 節一部変更回避減免に関する事項について審議いただき満場一

致で可決成立いただきました。又例会にて米山功労クラブとして福山赤坂ロータリー

クラブが又米山功労者として杉原康生パスト会長が表彰され表彰状授与披露を行いま

した、会員卓話は藤原パスト会長による「米山記念奨学会」について卓話を頂きまし

た。 

第６１０例会は、例会前理事会を開催し「予算実行状況」「次年度理事役員選出方法について」「クラブ

研修リーダーを菅パスト会長に選任する」それぞれ承認されました。夜間例会とし「善

行児童生徒表彰式」を例会にて、表彰児童・保護者・学校関係者参列の下、挙行しい

たしました。深い感動を覚えました。 

第６１１例会は、ゲストに近本グループ１１ガバナー補佐及び瀬来ガバナー補佐幹事を迎えガバナー補

佐よりガバナー方針などについて卓話を頂きました。引き続きガバナー訪問に備えた

クラブ協議会を開催いたしました。藤原パスト会長よりガバナー月信に掲載されてい

る米山の寄付金の表示に会員一人当たりの寄付金額も表示して欲しい。杉原パスト会

長よりＣＬＰについて、武田会長より RI 会長賞申請に必要な寄付金について。それぞ

れ質問を提議した。ガバナー事務局に上程しガバナー訪問時にガバナーより回答する

との返事を頂き協議会を閉じた。 

第６１２例会は、例会前に次年度理事役員候補指名委員会委員を抽選による選出を行った。例会後第１

回次年度理事役員候補指名委員会をして頂き委員長を選出して頂きました。会員卓話

は神原一省パスト会長より「国際ロータリーとロータリー財団について」卓話を頂き

ました。 

第６１３例会は、ガバナー公式訪問例会となりゲストとして岡田幹矢第２７１０地区ガバナー・小野英

輔ガバナー随行幹事・近本グループ１１ガバナー補佐・瀬来ガバナー補佐幹事が出席

され公式訪問行事をつつがなく終わりました。卓話はガバナーによる地区方針につい

て説明があり、先のクラブ協議会での質問についても回答を頂きました。 

第６１４例会は、松永 RC・福山赤坂ＲＣ・合同忘年夜間例会となり１１月２９日日曜グリーンヒルズ尾

道ホテルにて開催あされました。松永ＲＣ会員と久しぶりに旧交を温められ楽しいひ

と時を過ごすことができました。 

第６１５例会は、例会前に理事会が開催され「予算実行状況」「例会食事代を 1,050 円とする」「後期プ

ログラムの件」「神原パスト会長を次年度理事役員候補指名委員会委員長選任する件」

「米山卓話者への謝礼を米山記念特別寄付へ寄付する件」それぞれ承認されました。

例会ではゲストに社会福祉法人「芙蓉の家」五出健治郎理事長の来訪を得て卓話を頂

き知的障害施設社会福祉法人設立の苦労、入所者との心温まるお話などを拝聴するこ

とができ入所者への深い愛情を 感じました。 
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以上長々と、本年度クラブ運営について前半の状況 についてご報告いたしました。100 里の道も 99 以 

て道半ばとする。皆様のご指導ご協力を得てようやく半年が過ぎましたが緒に就いたばかりの感があり 

ます。会長方針に掲げました「ロータリーにはまり込む」クラブ作りを実践実行するためにも創立会長 

歴代パスト会長先輩会員皆様が築かれた福山赤坂ロータリークラブの伝統を守り発展させる叡智とご協

力を頂戴し後期に向け楽しいクラブ作りへと幹事役員皆様と共に邁進いたしたく存じます。よろしくご

指導、ご鞭撻を頂きますようお願いし「前期を振り返って」の報告を結びといたします。ご静聴ありが

とうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回例会 

      12 月 29 日（火） 休会 

1 月 5 日（火） 新年家族例会 17：00～ 福山ニューキャッスルホテル 

      


