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◆会長報告 

今日は、本日も多くの出席を頂きありがとうございます。出席部会の方々有

難うございます。 

皆さん、昨夜の、ワールドカップサッカー 日本対カメルーンの試合をご

覧になりましたか。目標に向かって全員一丸となって難局に対応する。又、

松井のアシストで本田のゴールを生む連携正に、ロータリーの目指す組織

力・企業のありようを見た思いが致します。皆さん如何でしたでしょうか？ 

いよいよ中国地方も梅雨入りとなりました、これから、うっとうしい日が続きそうです。とは言え、

農家の方々にとっては、どうしても、降って欲しい梅雨の雨でしょう。片方がよければ、片方の都合が

悪い、なんだか、日本の国政を預かる、難しい政権担当者の気持ちもわかるような気がします。 

又、本年もクールビズの季節がやってまいりました。少し首を緩めて、気楽な服装になり、環境に貢

献すべく、次週より、当クラブもクールビズを実施いたします。よろしくお願いいたします。 

さて、本日のプログラムの時間は、「本年を振り返って」と題し、本年度の総括を.各委員長に報告頂き、 

その後、会長の時間で、本年度の総括をさせていただきます。何しろ浅学非才の身でもあり、もって生

まれた、口下手と、ロータリーへの知識不足で、皆様にとってお聞き苦しい点が多々あるとは存じます

が、ロータリーの寛容の精神に基づいて、ご容赦頂き、報告をさせていただきたく存じます。よろしく

お願いいたします。 

以上で会長の時間を閉じさせていただきます。 

 

◆幹事報告 

 （例会変更） 

   福山单ＲＣ 6 月 24 日（木）→ 同日 18：30～ 福山ニューキャッスルホテル 最終夜間例会 

7 月 1 日（木）→ 同日 18：30～ 福山ニューキャッスルホテル 新年度第 1 回夜間例会 

  府中ＲＣ  7 月 19 日（月）  休会 

  松永ＲＣ  6 月 28 日（月）→ 同日 19：00～ かねと 最終夜間例会 

        7 月 19 日（月）  休会 

  「ロータリーの友」「ガバナー月信」  6 月号 

  

◆出席報告  ○会員数 41 名  ○出席率    80％ 

        欠席者   7 名  西さん 武郷さん 佐藤(直)さん 佐藤(俊)さん 河井さん 

                 今井さん 貝川さん 

       ○補正出席率 5 月 29 日    74.29％ 
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              5 名  今井さん 石田 さん 佐藤(貢)さん 岡本さん 河井さん 

◆義務スマイル 

会員創業創立記念祝    

   佐藤俊之さん     ㈱パートナー  H.1 年 6 月 1 日 

   三好文行さん     ウィッツ㈱   H.12 年 6 月 28 日 

   

◆申告スマイル 

 武田正敏会長……本日は、本年を振り返ってと題し卓話とさせていただきます。お聞き苦しいところもあり

ますが我慢して聞いてください。サッカー日本 バンザイ！ 

 徳永雅俊幹事……本日は今年度を振り返ってということで眞田委員長、杉原委員長、神原委員長、佐藤貢委

員長よろしくお願いいたします。  

 眞田惣行さん……先日、福山市の羽田市長や両副市長をはじめ全局長や一部の部長を含めた 20 名の皆様に

企業活動を通じての福山市活性化の講演をさせていただきました。嘘か本当か分かりませんがおおむね好

評だったそうです。 

 佐藤和美さん……先日、中国新聞、朝日新聞に因島ロッジのリニュアルについて尾道市より記事が記載され

ました。今月末に議会で承認されると思いますが、ご指導ご協力よろしくお願いいたします。 

 佐藤 貢さん……先週の次年度プログラム部会開催にあたりましては関係者の皆様遅くまで大変ご苦労様

でした。おかげさまで良いプログラムができたのではないかと思います。また、梅西さん花壇の整備いつ

もありがとうございます。きれいになっています。 

 谷口宏樹さん……先 6 月 11 日から 14 日までバンコクに行かせていただきました。ハードスケジュールで

まだ疲れが残っていますが楽しいゴルフが出来ましたのでスマイルします。 

  

◆プログラム：会員卓話：「今年度を振り返って」：武田正敏会長 

「本年度を振り返って」と題し本年の総括をさせていただきます。 

はじめに、ロータリーへの入会暦も浅く知識や行動力もない私に会長職との声を

かけていただきました、恥を偲んで「はい」喜んでの精神でお引き受け致しまし

た。皆様のご指導ご支援ご助言をいただきながら、ようやく 1 年の航海を終え港

に着こうとしております。感謝です。支えて頂きました、創立会長・歴代パスト

会長・理事役員委員会・会員の皆様、本当に有難うございました。さて、本題に

入る前に、先にお詫びを申し上げます。ご承知の通り、元来の口下手で、脈絡がはっきりしないところもござ

います。お聞き苦しい事が多々あることと存じます。精一杯発表させていただきます.ご容赦いただきますよ

う。よろしくお願いいたします。 

私たち執行部も本日を入れて残り 3 回の例会となります、年度末を以って集計される、最も重要な決算報告

をご承認いただき、任期満了となる予定であります。１００里の道も 99 里を以って半ばとするとの言葉があ

ります。最終例会には、皆様のご支援でつつがなく任務を終えさせていただきましたと、感謝でしたと、堂々

と言えるよう残りの任期を幹事共々、ふんどし、を締め、精一杯務め、させていただこうと思っています。ご

協力よろしくお願い致します。 

昨年、７月会長就任にあたり、２００９－２０１０年度福山赤坂ロータリークラブ運営方針を、次のとおり

述べさせていただきました。 

本年度のＲＩと地区のテーマ・強調事項・運営方針は次のとおりでした。 

ＲＩ会長テーマは 

“The Future of Rotary is in Your Hands” 

「ロータリーの未来はあなたの手の中に」とされています。 

ＲＩ会長強調事項は、「水（きれいな水）・保健と飢餓救済・識字率向上、」とされています。 
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岡田地区ガバナーは、地区テーマを 

「ロータリーにはまろう」と標榜されました。 

地区運営方針として 

◇職業奉仕を重点奉仕とし、奉仕全般を実践する 

◇ロータリーの理解を深めるため、研修の充実 

◇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 

◇RI 人頭分担金 ４９ドル/人 ◇地区資金  24,500 円/人 

を掲げられました。 

地区目標として 

◇RI 会長賞の推進 

◇会員増強及び会員維持 

◇ロータリー財団 

・年次寄付・・・１１０ドル/人以上 ・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 

◇米山記念奨学会 

・ 15,000 円/人以上の達成 などを    地区目標として掲げられました。 

 

以上の、ＲＩと 2710 地区の本年度方針を受けまして、 

福山赤坂ロータリークラブの会長方針を次のとおり掲げました. 

◆ クラブ運営方針は 

「ロータリーにはまり込む」とし 

・職業奉仕をもって会員相互扶助と親しい友人づくり、 

・「例会に出席して良かった」と思える例会と親睦活動・同好会活動を通じて和気藹藹としたクラブ作り な

どを運営方針と致しました。 

※クラブ運営方針につきましては、会員の皆様・各委員会・部会のご協力によりほぼ達成することが出来まし

た。 

◆クラブ目標及び活動計画 を 次のように定め 目標を達成することができました。 

◇ 会員増強・会員維持・純増２名以上 の目標に対し 

創立会長・パスト会長・会員増強部会・のお力で新入会員５名を迎えることができました、退会者

1 名となり、現在、在籍会員数 41 名と、４名の純増を図ることができました. 次に 

◇ RI 会長賞への挑戦を掲げました. 必須項目会員純増１名・ポリオ撲滅１０００ドル寄付・ロータリー

に対す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する。を掲げ、 

お蔭様で目標達成ができ 3 月末を持って申請致しましたところ 

6 月 2 日地区事務局より RI 会長賞受賞の知らせが届いております。ご協力ありがとうございました。 

◇ロータリー財団の目標と米山記念奨学会目標は地区の目標に合わせました。 

特に米山寄付については 米山部会長藤原パスト会長の、他クラブにない寄付方法で目標達成いただいたこ

とは特筆すべきことと存じます。 

特に米山記念奨学会より、当クラブは、米山功労クラブとして又米山功労者として表彰されました。 

また、ポールハリス 3 名 ポリオプラス 1 名 ベネファクター1 名の方々にもご寄付頂き感謝でした。 

Ｒ財団地区補助金の交付金とクラブの補助で福祉施設に救急救命装置ＡＥＤの寄付を行うことができました。 

お蔭様でＲ財団・米山記念奨学会ともに担当委員長・部会長のご努力で目標達成することができました。

ことと ＡＥＤ寄付にご尽力いただきましたこと感謝です。 

◇ 継続奉仕事業として  

・ 薬物乱用防止チラシ配布啓蒙活動 
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・ JR 備後赤坂駅前美化活動 花壇の美化管理  

・ 慈善バザールの開催  

・谷原秀人ジュニアクラシックへの協力をかかげましたが 

以上の継続事業も担当委員会の皆様のご努力により立派な奉仕広報活動ができました。  

新規継続事業として ・地区内善行児童生徒表彰 創立会長のご発案で、実施し 

各学校のご協力の下、地域の方々に喜んでいただき大成功のうちに有意義に達成できました。 

◇ 例会運営については、愉しく経営に参考になる例会などを掲げました。これらについても担当の方々の

お力で運営することができました。 

◇ 会員増強資質向上として、クラブ細則の変更を行い会費減免の特例の中に親子会員も含むを加えました. 

以上駆け足でご報告申し上げましたが、本年度福山赤坂ロータリークラブの歩みを、只今より、スライドに

てご説明申し上げます。 

 

以上年間行事例会について報告申し上げました。 

次年度の理事役員の方々が既に決定しそれぞれの委員会等が行動を起こして居られるようです。次年度のキ

ャビネットは今井会長エレクト佐藤貢幹事エレクトを始め素晴らしい方々ばかりでございます。私、武田の力

不足で、現執行部が、クラブに為しえなかった事などを、有能な次期執行部の方々に安心して、後事を託す事

ができると確信しております。 

在任中、至らないことばかりで、あれもこれもと思い残す事ばかりではございます。もうお役が回ってくる

事もございませんでしょうから、これからは、裏方に徹しクラブのお手伝いが出来ればと存じます。今は、オ

リンピック銀メダリストの有森さんが言いましたように「自分を褒めてやりたい」と言って任務を全うするこ

とが出来ればと思っています。現、執行部に頂きましたご厚情を、次年度も倍旧に増して今井丸にご協力いた

だけますよう、よろしくお願い致します。 

 

ご指導ご助言ご助力をご協力いただきましたこと感謝して 本年度の総括とさせていただきました. 

 

会員組織委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回例会 

       6 月 22 日（火）次年度に向けて 

       6 月 29 日（火）最終夜間例会  18：30～ 


