
 

●点  鐘  谷口宏樹 会長 

●ソ ン グ  [君が代] [奉仕の精神] 

●ビジター   

東京赤坂 RC  

会   長 石井謙次様 

副 会 長 岩上義昭様 

パスト会長 尾関武雄様 

 

 

皆さんこんにちは。本

年度会長を務めさせて

頂きます谷口です。本年

度第一回目の例会、そし

てはじめての会長の時

間ということで、改めて

責任の重さを痛感し、身の引き締まる思いで一杯で

す。本年度、RI テーマ「LIGHT UP ROTARY」「ロータ

リーに輝きを」、そして 2710 地区ガバナー信条「奉

仕を学び、ロータリーを楽しもう！」のもと、我々

福山赤坂ロータリークラブは、全員で生き生きと活

動するクラブを目指して活動してまいります。特に、

会員増強、出席率の向上、継続事業を実施するだけ

でなく検証も行い、未来を見据えた活動を行いたい

と思います。われわれ福山赤坂ロータリークラブの

輝かしい未来を、みなさんと描いてまいりたいと思

いますので、どうかご協力くださいますようお願い

いたします。 

 本日は姉妹クラブの RI 第 2750 地区、東京赤坂ロ

ータリークラブの本年度会長・石井様、本年度副会

長・岩上様、2012-13 年度の会長・尾関様の 3 名の

方にお越し頂いております。遠方より、また、天候

の悪い中、わざわざ、福山赤坂ロータリークラブの

本年度第一回目の例会にお越しいただき、東京赤坂

ロータリークラブの皆様のお心遣いに心より感謝申

し上げます。ありがとうございます。今後、より両

クラブの交流が実りあるものになりますよう、よろ

しくお願い申し上げます。 

 次に、来週行います事業の「薬物乱用防止のビラ

配布」についてお話しさせて頂きます。この事業は

藤原名誉会員が 2000 年に会長をされた時にはじま

ったもので、今年で 15 回を数えます。この赤坂を中

心とした地域での薬物乱用事件を耳にすることがな

いので、この事業の意義が薄れがちかもしれません。

しかしながら、最近、ミュージシャンによる覚せい

剤使用事件、脱法ハーブを吸引した後車を運転し事

件や事故が相次いで起こっている事は皆さんもニュ

ース等でご存知だと思います。この地域でもいつ同

じような事件や事故がおこっても不思議ではないの

が現状だと思います。昨年度の岡本会長がこの「薬

物乱用防止のビラ配り」がこの地域の事件を減らし

ているといっても過言ではないと言われていました

が、私もまさしくその通りで、我々の誇れる事業の

一つだと思っています。来週、7 月 14 日は是非、多

くの方でこの誇りある事業に取り組みたいと思って

おりますのでご協力お願いいたします。 

 それでは本日も最後まで宜しくお願い致します。

以上で会長の時間を終わります。 

 

 

（配布物）「ロータリーの友」「ガバナー月信」7 月

号及び「ガバナー月信」創刊号  (3 冊) 

（例会変更）福山 RC 7 月 21 日（月）法定休日休会 

 

 

本日出席率 81.39％ 

（出席者 31 名 欠席者 8 名） 

前々回修正出席率 80.48％ 

（メイクアップ 1 名） 
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◆誕生日祝 

    貝川正道さん(7/19)  谷原直人さん(7/9) 

◆奥様誕生日祝 

    武田成子さん(7/2) 梅西澄子さん(7/18)   

谷口直子さん(7/26) 山本裕子さん(7/23)  

川原賀子さん(7/26) 

 

 

 

◆東京赤坂 RC   会長 石井謙次様  

副会長 岩上義昭様    

パスト会長 尾関武雄様    

今年度一年間宜しくお願い致します。 

◆谷口会長 

皆様、一年間精一杯努めさせて頂きます。宜し

くお願い致します。 

RI 第 2750 地区 東京赤坂 RC 石井会長様、岩上

副会長様、尾関パスト会長様、ようこそおいで

下さいました。ありがとうございます。 

◆今川副会長 

本日は東京赤坂 RC 会長石井謙次様、副会長岩上義昭

様、パスト会長尾関武雄様、ようこそお越し下さい

ました。今年もどうぞ宜しくお願い致します。 

◆眞田幹事 

本日は、東京赤坂 RC の石井様、岩上様、尾関様、よ

うこそおいで下さり、ありがとうございます。 

また、幹事としての年度が始まりました。精一杯頑

張ります。ご支援ご協力をどうぞ宜しくお願い致し

ます。 

◆眞田創立会長 

先週土曜日に広島の呉で、麻生太郎副総理と友達と

の 3 人で会食し、朝 1 時頃迄飲みました。なかなか

良い男です。東京赤坂 RCの皆様、今日はようこそ！！ 

◆麦谷恒夫会員 

7/5 日大学の時の友人と広島で会い、久しぶりに楽

しい夜を過ごせました。広島の JA 会長の村上さん、

中国新聞の川本社長の退任祝いで、「ご苦労様でし

た」という会でした。大きな組織の社長は大変な重

責でよくやられたと感心しました。 

 

広島銀行の役員をし、広島電鉄の監査役をもって退

職した榎生さんも今だから言える、この会だけで言

える、本音の話が聞けて楽しい夜でした。 

◆徳永会員 

東京赤坂 RC 石井会長、岩上副会長、尾関パスト会長、

東京赤坂 RC の石井様、岩上様、尾関様、ようこそお

越し下さいました。心からご歓迎申し上げます。 

◆佐藤会員 

東京赤坂 RC 石井会長、岩上副会長、尾関パスト会長、

ようこそおいで下さいました。今後ともよろしくお

願いします。また、今年度は会計を担当させて頂き

ます。よろしくお願いします。 

◆岩永会員 

東京赤坂 RC の石井様、岩上様、尾関様、東京赤坂

RC の石井様、岩上様、尾関様、ようこそお越し下さ

いました。どうぞ楽しんで行ってください。 

又、今年度、クラブ管理運営委員会を担当させて頂

くことになりました。皆様、どうぞよろしくお願い

致します。 

◆川原会員 

この度、眞田創立会長、眞田(奈)社長から身に余る

お話を頂き、㈱三栄電工の代表取締役を拝命致しま

した。今後ともご指導ご支援、ご協力をよろしくお

願い致します。 

 

会長・役員・委員長就任挨拶 

 2014-15 年度新役員紹介 

 

会 長・理 事 

谷口宏樹 

   

 

 

会長エレクト・理 事 

クラブ研修リーダー 

今川忠男 

 

  

     

 幹 事・理 事 

眞田奈津基 

                 

             

 

●スマイル BOX 

●プログラム 



     副幹事 

クラブ管理運営部門理事 

プログラム委員長 

岩永光司 

 

   

会計・理事 

佐藤 貢 

 

 

  

SAA：吉元友浩 

          

  

  

  会員組織部門理事 

 会員増強職業分類委員長

     徳永雅俊 

 

 

奉仕プロジェクト部門理事 

青少年奉仕委員長 

森原久美子 

 

 

   R 財団等部門理事 

R 財団委員長 

杉原康生 

 

 

    会計監査・理事  

岡本征三 

 

 

会員選考委員長 

神原一省 

 

 

 

R 情報委員長 

眞田惣行 

 

 

 

 

職業奉仕委員長 

桑田真由美 

 

 

 

社会奉仕委員長 

原 隆之 

 

 

国際奉仕委員長 

        西川和吉 

 

 

     米山奨学会委員長 

武田正敏 

 

 

    広報・雑誌等委員長 

山本秀樹 

 

 

出席委員長 

西 浩二 

 

 

 

親睦活動委員長 

石井宏和 

 

     親睦活動副委員長 

岡田直也 

 

 

 

 

次回例会 7 月 14 日 決算・予算報告 
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