
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

創立記念例会特集 

 

◆会長の時間 

 皆さん、今日は、 

いよいよ今日、消費税を実施するかどうかの発表があるよ

うです。日本経済にとっては、避けて通れないものだと思い

ますが、どうなるか気になるところだと思います。 

  又、本日は、創立例会です。今年は、創立 17 周年となり

ます。本日のプログラムは、創立会長眞田さん、名誉会員藤

原さんの卓話をお願いしております。どうかよろしくお願いします。 

  さて、私が出席しました最近の行事について報告させていただきます。 

その一つは、 

   9 月２3 日（日曜日）天野杯野球大会が行われ、この大会には野球同好会の皆さんが参加

されました。私も応援に行かせていただきました。福山赤坂ＲＣの結果は、決勝戦まで進み、

同点により選手全員によるジャンケンを行い準優勝となりました。 
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その二つは 

   9 月２8 日土曜日、幹事の今川さんと、ニュ一キャスルホテルで行われました「福山南ロ

一タリ一５0 周年式典」に参加させていただきました。式典は、台湾の姉妹クラブから 19

名が参加されるなど、盛大に行われました。その中で福山南ＲＣでは、次年度２人目のガバ

ナ一を出すことになったことや 30 年になる会員 10 名の表彰がありました。 

   又、記念講演では、俳優東ちづるさんの「心豊かに、自分らしく生きる」というテ一マで

の講演がありました。彼女は、因島で育ち母親との関係を振り返りながら子育て方法、障

害者等へのボランティア活動の体験談等を話されていました。東ちづるさん自身は、母親

の教育方針に振り回されるなどがあったため、高校３年間の記憶というか、思い出がすっ

ぽり抜けて白紙だったそうです。そのために母親とカウンセリングしたりした経験談、及

び身障者へのボランティア活動など話されていました。 

   次に本日の理事会について報告します。本日、午前 11 時 30 分から理事会を行なわせてい

ただきました。理事会では、9 月度の予算執行状況が会計菅さんから説明を受け承認されま

した。又、例会曜日変更の改正案を本日の例会で投票することが承認されました。したがっ

て只今から「例会曜日変更」について、会員の皆さんの投票をお願いしたいと思います。 

ご存じのように、「例会曜日の変更など」の細則規定の改正については、福山赤坂ロ一タリ一

クラブ細則第１６条に改正規定があります。それによりますと 3 つの要件があります。 

１、改正案の予告が必要 

例会の投票の１0 日までに各会員に対し郵送での通知が必要です。 

  この予告については、各会員にすでに郵送で通知しております。 

 2 、定足数の任意の例会が必要（すなわち例会が成立すること） 

    例会の成立には、全会員の 3 分の 1 の出席が必要です。本日は、3６名（会員 4２名）

が出席されていますので定足数の例会となります。 

3、出席会員の 3 分の２の賛成投票が必要 

  3６名中２５名以上が賛成すれば成立します。 

 「それでは、例会曜日を月曜にすることに賛成の方は挙手をお願いします」 

本日は、3６名中 34 名が賛成されましたので改正案である例会曜日は、月曜と決定し

ました。なお、実施日は 10 月 7 日からとなります。 

 以上で会長の時間を終わります。 

 

◆幹事報告 

  （例会変更） 

  松永ＲＣ 10 月 21 日（月）→ 20 日 18：00～ かねと 創立記念家族例会 

       10 月 28 日（月）→ 同日 12：30～ 福山大学 職場例会 

       10 月 14 日（月） 休会（法定休日） 

  福山東ＲＣ 10 月 23 日（水）→ 同日 18：30～ 梅の花福山店 月見夜間例会 

  福山西ＲＣ 10 月 15 日（火）→ 10 月 12 日（土）19：00～ 福山ニューキャッスルホテル 

        同伴夜間例会（ベトナム祭り） 

        10 月 22 日（火）→ 20 日（日）10：00～ 千田町鉄工団地内 資源回収 

 

  「ロータリーの友」「ガバナー月信」 10 月号 

    福山ゆかりの現代建築家展 10 月 22 日（火）～27 日（日） ふくやま美術館ギャラリー 
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◆出席報告  ○会員数 42 名  ○出席率 87.18％ 

             欠席者   5 名   吉池さん 橋本さん 原さん 東森さん 吉元さん 

       ○9 月 17 日補正出席率    56.41％ 

       メークアップ    佐藤(和)さん 神原さん 石田さん 森原さん 畑さん 田中さん 

                 桑田さん 

◆義務スマイル  

会員誕生記念祝 

  岩永光司さん          39 年 10 月 1 日 

  谷口宏樹さん          40 年 10 月 24 日 

  石田幹雄さん          14 年 10 月 11 日 

  桑田真由美さん          37 年 10 月 2 日 

  吉元友浩さん          47 年 10 月 2 日 

 

 会員奥様誕生記念祝 

  武郷美子さん             10 月 9 日 

 

 申告スマイル 

  岡本征三会長……昼田さんようこそお越しくださいました。福山赤坂ロータリーの雰囲気を楽しんでくだ

さい。 

  谷口宏樹さん……9 月 23 日に行われた野球大会（天野杯）に参加された皆さんお疲れさまでした。心地

よい緊張感で大変楽しい日を過ごさせていただきました。ありがとうございました。本日は創立記念例

会ということで眞田創立会長、藤原名誉会員 卓話よろしくお願いします。 

  今川忠男幹事……本日 創立記念例会。気が引き締まる思いであります。眞田創立会長、藤原名誉会員、

よろしくお願い申し上げます。 

  眞田奈津基さん……9 月 23 日に行われた天野杯野球大会では決勝戦に出場、2 対 2 の同点で終わり準優

勝することができました。じゃんけんで負けたのは、くやしいですが来年こそ、優勝できるよう頑張り

たいと思います。 

  徳永雅俊さん……9 月 23 日の天野杯野球大会では、2 連覇の鞆の浦ＲＣに試合では同点で引き分けの試

合を行うことができました。参加いただきましたメンバーの方々に感謝申し上げ、来年は優勝できると

確信できました。 

  西 浩二さん……天野杯野球大会に参加いただいた皆様大変お疲れさまでした。またありがとうございま

した。三五かじゃんけんで優勝を逃しましたが最高のチームワークだったと思います。次回もよろしく

お願いいたします。 

  岩永光司さん……先日の月見例会にご参加いただいた皆様ありがとうございました。また藤原名誉会員の

卓話大変興味深く聴かせていただきました。ありがとうございました。 

  森原久美子さん……2 週続けてお休みをいただいて申し訳ございません。少し遅い夏休みを取ってハワイ

に行ってきましたのでスマイルいたします。 

  田中ひとみさん……選手権に出場してきました。105 人中 41 番と微妙な結果で決勝には残れませんでし

た。応援ありがとうございました。また、来年 5 月末の代表予選で選ばれて出場したいと思います。1

年間頑張って練成に努めていきます。 

  畑 弓子さん……本日出張になりましたので、例会は休ませていただいます。 
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◆プログラム：卓話：眞田惣行創立会長・藤原美則名 誉会員 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次会例会 

     10 月 21 日（月） 米山月間 藤原名誉会員卓話 

     10 月 28 日（月） 変更して 24 日（木）12：30～13：30  ふくやま美術館 職場例会 

 

 

 

 

 


