
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆会長の時間 

皆様こんにちは。 

12 月 11 日に福山赤坂ロータリーの当番で G１０・G１１会長・幹事忘年

懇談会を行いました。梶田ガバナー補佐、宇田ガバナー補佐をはじめ、１０

クラブの会長幹事が集まって、活動報告や情報交換を行いまいした。 

 その中で、私としては出席率がすごく気になっていますので、他クラブで

出席率が良いのはなぜか聞いてみました。会員数は当クラブより尐なく、７

～８人欠席する事もよくあるのですが、その会員は、メークアップをしているので出席率が良くなっていると

いう事を言われていました。 

 毎週岡本幹事の幹事報告で例会変更をお伝えしています。これはメークアップをする人の為のものです。い

つ、どこのクラブに行くかを決めたら、畑出席部会長か事務局に連絡していただければ準備してくれます。ニ

ューキャッスルホテルでしたら、月～金まで毎日あります。気軽に活用して出席率アップに協力をお願いしま

す。 

 本日のプログラムは「全期を振り返って」と題しまして、卓話をさせて頂きます。皆様のご協力に感謝しつ

つ反省も多くあります。後期に向けてのクラブ運営が向上出来ますよう祈念しまして、会長の時間とさせてい

ただきます。 

 

◆幹事報告 

 （例会変更） 

  福山丸之内ＲＣ 1 月 14 日（月）定款により休会 

          1 月 7 日（月）19：00～ 新年互例会 ニュートーン・モア 

   

◆出席報告  ○会員数 43 名  ○出席率 76.32％ 

             欠席者  10 名  橋本さん 釜野さん 西川さん 角田さん 谷口さん 

                 眞田(奈)さん 麦谷さん 原さん 平井さん 石井さん 

                 

◆義務スマイル 

 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 
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 申告スマイル 

  佐藤 貢会長……今日はプログラムの時間に 30 分いただきまして卓話をいたします。皆さんが眠くなら

ないように頑張ろうと思いますが無理はされないようにしてください。よろしくお願いします。 

   岡本征三さん……今年もあと尐しになりました。私自身の健康に対し感謝の意味でスマイルします。 

   角田浩樹さん……所用にて早退しますのでスマイルします。 

   吉永宣明さん……所用のため早退させていただきます。 

  岡田直也さん……本日久しぶりに例会に出席たしましたが、所用にて早退いたします。皆様にご迷惑をお

かけして申し訳ありません。 

         

◆プログラム：会員卓話：「前期を振り返って」：佐藤 貢会長 

 

 

 

 

 

 

 

去年の 12 月 13 日の年次総会において、次年度会長(会長エレクト)に指名されまして、早一年

が経ちました。 

 会長に就任してからは半年なのですが、私にとってはすでに会長を意識した活動が始まってい

ました。そして、初めての経験ばかりで本当に初めて真剣に勉強させて頂きました。私には持病

といいますか、悪い癖がありまして、研修になるといつも意識がもうろうとしてきます。でもこ

の１年ほとんどその発作は起きておりません。 

２月１２日 R L I (ロータリーリーダシップ研究会) パートⅠ 

  クラブ研修リーダーを任命するよう 2006 年 11 月に RI 理事会で決定されました。その研修

リーダーになる為の研修会です。 

 ○広島都市学園大学において 10：00～17：20 まで 

３月１８日 ペッツ(会長エレクト研修セミナー) 

 ○ホテルグランビア広島において 10：00～18：35 まで 

  2012～13 年度の RI テーマ「奉仕を通じて平和を／Peace Through Sarvice」と RI 会長強

調事項と RI２７１０地区ガバナー信条 及び 運営方針と目標が発表されます。 

５月２０日 地区協議会 

 ○ホテルグランビア広島において 13：00～18：40 まで 

  次期クラブ指導者にとって必要な知識・技能を習得し、指導者のチームワークを築くことで、

クラブ運営の意欲をたかめる事を目的に行われ、当クラブより９人の担当部門責任者の人に

出席していただきました。 

６月５日 RI２７１０地区 G１０・G１１会長幹事引継ぎ会 

 ○福山ニューキャッスルホテルにおいて 

  ガバナー補佐、ガバナー補佐幹事、会長、幹事、事務局員 新旧総勢５８名が参加して行わ

れました。 

６月８日 大之木精二 新年度ガバナーを囲む会 

 ○福山ニューキャッスルホテルにおいて 

  G１０・G１１の会長幹事が出席して、大之木ガバナーの地区運営方針の説明をお聞きし、
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次年度に向けて、決意も新たにしました。 

６月１０日 R L I パートⅡ 

 ○広島都市学園大学において 10：00～17：20 まで 

そしていよいよ長かった半年感の準備期間も終わりまして、2012－13 年が始まります。 

７月３日 第７３３会例会 (今年度最初の例会) 

 会長理事役員、委員長 就任挨拶 

それでは 2012－13 年度のクラブ運営方針に従って振り返っていきます。 

「ロータリーを実践して自分を磨こう」を信条に職業奉仕を実践する事によって奉仕の意識を高

めロータリアンとしての自覚と人間としての魅力をつける事を目標に取り組んできています。そ

して 

○地域のニーズを把握して奉仕活動を行う事により、福山赤坂 RC の認知度の向上を図る 

○タイムリーな話題を取り入れ楽しく出席したいと思える例会作りに努める 

 石田プログラム部会長をはじめとする各委員会の皆様のご尽力により、８回のゲスト卓話と５

回の会員卓話を行い、新鮮な話題が出来たのではないでしょうか。 

○職業奉仕を行うことにより会員相互扶助の精神と絆を深める 

○ロータリーをもっと知る為に会員研修セミナーへ参加し人間形成に努める 

 これは後期になりますが、2013 年 3 月 23 日(土)福山県民文化センターで入会５年未満の会員

を対象にグループ合同会員研修セミナーが開催されます。対象の会員には声かけさせていただ

きますので、是非参加して勉強してロータリーを好きになって頂きたいと思います。私と岡本

幹事は参加しますし、担当委員会の皆様もきっと参加されると思います。 

 

そしてクラブ活動計画／目標にはいります。 

◇会員増強 

 田中会員が入会され、女性１名増の４３名となっています。 

 後期に向けて、眞田奈津基会員増強・職業分類部会長より、数名の入会予定者の準備が進んで

いるようにお聞きしています。よろしくお願いします。 

◇R 財団・米山記念奨学会支援・RI 人頭分担金・地区負担金の納入 

 米山記念奨学会支援においては、藤原米山奨学会部会長のすばらしいアイデアで、数年前から

毎年積立を行なってきたお金が１０万円になった会員が、一度に１２人にもなりました。ガバ

ナー公式訪問時にガバナーより米山功労者として感謝状をそれぞれ手渡していただきました。 

◇G１０・G１１合同親睦チャリティーゴルフ大会 １１月３日 

 当番クラブという事もあり、例会変更をして、杉原実行委員長のもと、盛大に行う事が出来ま

した。プレーをしなかった会員の皆様もご協力ありがとうございました。総勢１０７人がプレ

ーを楽しみました。そしてチャリティー寄付が 289,724 円集まり、地区事務局の東日本義援

金口座に送金させて頂きました。 

◇米山記念奨学生の受け入れ 

前田カウンセラーのもと、中国の張   さん(福山大学４年生)のお世話をしています。張さ

んも目標の大学院合格を目指して頑張っています。 

◇姉妹クラブ縁組に向けての準備 

 現在東京赤坂 RC 姉妹縁組実行委員会を発足させ、徳永実行委員長を中心に準備活動がすすめ

られています。 

◇継続事業 

 ○薬物乱用防止啓発活動は７月１７日備後赤坂駅前と済美中学校校門において、地区自治会・

学校関係・西警察の協力でおこなわれまし た。 
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 ○備後赤坂駅前花壇の美化管理は、７月９日 吉永社会奉仕部会長の施設の人たちと一緒花を

植えました。その様子がテレビ放映されました。 

 ○小学生ゴルフ協議会(第５会谷原秀人ジュニアクラシック)への協力は、７月３０日松永 CC

において暑い中行う事が出来ました。尐しはスコアアップにつながったのではないかな・・・ 

 ○地区内の善行児童生徒表彰は、赤坂小学校・済美中学校の先生より推薦された児童生徒を当

クラブ例会場に招いて、保護者にも案内し、厳かに行われました。児童・生徒の嬉しそうな

顔が目に焼き付いています。 

◇例会運営 

 出席率の向上を掲げておりますが、なかなか低空飛行から上昇出来ません。 

 ７月 81.74％ ８月 82.5％ ９月 76.26％ １０月 75.5％ です。 

会長の時間でも話をさせていただきました。例会出席がどうしても難しい時は絶対あります。

これは仕方がありません。その場合はメークアップを必ずお願いします。例会の前２週間・後

２週間でニューキャッスルホテルであれば合計２０会のメークアップの機会があります。あと

は気持ちだけです。私の顔を思い出してよろしくお願いします。 

 

長々とつたない話をしてまいりましたが、最後にノートルダム清心学園理事長で、生前のマザ

ーテレサとも親交のあったシスター渡辺和子氏の「置かれた場所で咲きなさい」という本の中に、

信頼は９８％、あとの２％は相手が間違った時の許しの為に取っておく。この世に完璧な人間な

どいない。心に２％のゆとりがあれば、相手の間違いを許す事ができる。という一節があります。 

 どうか、福山赤坂ロータリークラブ会員の皆様、前期を振り返って色々と目に付く事、鼻に付

く事が多々あったのではないかと思います。是非２％の心のゆとりを取っておいてください。後

期は岡本幹事と共に、より充実したクラブ運営をやっていきたいと思っています。まだまだ大き

いイベントが残っています。今後とも、皆様の絶大なるご支援をお願いしまして、本日のプログ

ラムを終了させて頂きます。 

 

 

 

 

次会例会 

     1 月 8 日（火） 例会はありません 

     1 月 15 日（火） Ｒ情報月間 

     1 月 22 日（火） ゲスト卓話 


