
 

●点  鐘  谷口宏樹 会長 

●ソ ン グ [手に手つないで] [４つのテスト] 

●ゲスト  国際ロータリー第 2710 地区 

      ガバナー補佐   藤井 強様 

      ガバナー補佐幹事 西川隆夫様 

 

 

                       

みなさん、こんにちは。国際ロータリー第 2710 地区、

ガバナー補佐、藤井様、ガバナー補佐幹事、西川様、

ようこそ福山赤坂ロータリークラブにおいで頂きま

した。心より歓迎申し上げます。また、本日のプロ

グラム、そしてクラブ協議会では、われわれ、学ば

せて頂くという気持ちで臨みたいと思いますので、

どうかご指導の程、宜しくお願い致します。 

 さて、みなさんもご存じかとはと思います広島市

で 8 月 20 日に発生した大規模な土砂災害は、亡くな

られた方が 50 人、いまだ安否のわからない方が 38

名という甚大な被害となっております。亡くなられ

た方のご冥福をお祈りするとともに、いまだ安否の

わからない方が無事生還されますことをお祈りいた

します。そして、一刻も早い復旧を願うばかりです。

この広島市の土砂災害については先日、地区より支

援依頼がありました。早速、持ち回り理事会を開催

し、一人あたり 1000 円を義援金として拠出し支援す

るということが承認されました。つきましては、会

員の皆様の予納金から一人 1000 円を義援金に充当

させて頂きたいと思いますので、ご理解頂きます様

お願いいたします。 

次に、一昨日の土曜日に地区指導者育成セミナー

が広島で開催され、今川副会長、徳永委員長と出席

してまいりました。合同本会議の 1 部と 2 部、会員

増強部門、ロータリー財団部門の分科会という構成

で行われましたが、全体的な私の感じた事をお話し

させて頂きます。基調講演の中で、ロータリーの目

的から職業奉仕ついて、具体的な切り口までお話が

ありました。米山梅吉氏の「ロータリーの例会は人

生の道場である」という言葉を引用され、会員一人

一人が奉仕の心を磨き、倫理を高める。それがロー

タリーの目的の第 2 項のロータリアン各自の職業を

高潔なものとするという部分に繋がるというお話が

ありました。ロータリークラブは、寄付だけする慈

善団体でもなく、ボランティア団体でもありません。

われわれロータリアンは例会、奉仕プロジェクトを

通じて奉仕の心を磨き、倫理を高め、自分の仕事を

より人の役に立つものに発展させていくことが、ベ

ースなんだということを改めて感じた次第です。言

い換えれば、例会の企画・運営に携わる人は会員み

んなが、より奉仕の心を磨くことのできる内容を企

画、実施しなければなりませんし、会員の皆さんは

心を磨く場に参加するという気持ちをもって臨まな

くてならないのだということを感じました。この地

区指導者育成セミナーの報告については、後日、改

めて行いと思います。 

最後に先般、8 月 21 日に行われました谷原秀人プ

ロ主催のジュニアゴルフ競技会にご協力いただいた、

杉原さん、神原さん、武田さん、吉元さん、橋本慎

吾さん、松浦さん、眞田幹事、大変暑い中、有難う

ございました。次年度以降も協議をしながら支援・
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●会長の時間 



協力をしてまいりたいと思いますので、皆さんもご

協力お願いいたします。 

以上で会長の時間を終わります。本日も例会、ク

ラブ協議会と最後まで宜しくお願い致します。 

 

 

例会変更 

※福山ＲＣ  

9 月 8 日(月)→同日 12：30～ 

福山市市民参画センター（新世代強調月間のため） 

9 月 15 日（月） 法定休日による休会 

9 月 22 日（月） 定款第 6 条第 1 節による休会 

9 月 29 日（月）→同日 18：00～ 

中華ダイニング青冥（観月夜間例会のため）  

※福山北 RC  

9 月 12 日（金）→9 月 7 日（日）9：30～13：30 

こぶしヶ丘学園（地区補助金 エアコン贈呈式及び

ふれあい行事） 

※福山南 RC  9 月 11 日（木）→同日 18：30～  

福山ニューキャッスルホテル（先達を敬う会夜間例

会のため） 

※松永 RC   

9 月 15 日(月)   法定休日による休会 

10 月 13 日(月)  法定休日による休会 

9 月 8 日（月）→9 月 7 日（日）7：00～さくら公園

および藤棚周辺(清掃奉仕のため) 

9 月 22 日(月)→9 月 21 日(日)8：00～松永駅前  

松永 RC ブース前(「ゲタリンピック」参加協力のため) 

10 月 20 日(月)→19 日(日)8：45～ 

福山リーデンローズ（地区大会参加のため） 

 

 

 

本日出席率 66.66％ 

（出席者 28 名 欠席者 14 名） 

 

欠席者 

梅西さん、岡本さん、釜野さん、西さん、石田さん、

佐藤さん、原さん、平井さん、西川さん、 

村井さん、武郷さん、橋本（大）さん、東森さん、

石井さん 

 

前々回修正出席率 82.05％(修正なし) 

 

 

 

 

◆藤井強ガバナー補佐様 

◆西川隆夫ガバナー補佐幹事様 

スマイルありがとうございました。 

 

◆谷口会長 

国際ロータリー2710 地区グループ１１藤井ガ

バナー補佐様、西川ガバナー補佐幹事様、よう

こそおいで頂きました。プログラム、そしてク

ラブ協議会宜しくお願いします。 

又、8 月 21 日に開催されました谷原秀人プロ

のジュニアゴルフ協議会に協力頂きました杉

原さん、神原さん、武田さん、吉元さん、橋本

慎吾さん、松浦さん、眞田幹事、ありがとうご

ざいました。 

◆今川副会長 

国際ロータリー2710 地区グループ１１藤井ガ

バナー補佐・藤井強様、ガバナー補佐幹事・西

川隆夫様、ようこそお越し下さいました。本日

は宜しくお願いいたします。 

 又、私事ですが、先週第 16 回瓦屋根設計コ

ンクールにて金賞国土交通大臣賞をいただき、

大変嬉しく、また皆様に感謝です。 

◆眞田幹事 

本日は藤井ガバナー補佐様、西川ガバナー補佐幹事

様、お越し頂きましてありがとうございます。どう

ぞ宜しくお願い致します。 

 

●幹事報告 

●出席報告 

●スマイル BOX 

◆入会記念祝 

佐藤 貢さん   平成 14 年 8 月 6 日 

武郷義昭さん  平成 18 年８月６日 

西 浩二さん  平成 18 年８月６日 

貝川正道さん  平成 18 年８月６日 

眞田奈津樹さん  平成 22 年８月 10 日 

田中ひとみさん 平成 24 年８月 21 日 

松浦宏次さん  平成 26 年８月４日  

河村博文さん  平成 26 年８月４日 



 

 

◆谷原会員 

先日の２０、21 日に松永 CC で第 8 回谷原秀人ジュ

ニアゴルフ大会を開催しました。早朝より暑い中、

今年も福山赤坂ロータリークラブのメンバーのご協

力で無事終わる事が出来ました。有難うございまし

た。 

◆佐藤会員 

仕事の都合で欠席します。こんな時にすみません。 

◆馬場会員 

所用の為早退致します。申し訳ございません。 

 

 

 

 

藤井 強ガバナー補佐様  挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガバナー補佐参加によるクラブ協議会 

協議事項          

（1）クラブの特徴 

（2）クラブが抱えている問題について 

（3）次年度の奉仕活動の企画について 

（4）ロータリーの現状について 

（5）任意寄付の集め方について 

ロータリー財団への寄付 

（①年次基金②恒久基金③ポリオ等） 

米山記念奨学会への寄付 

（①普通寄付②特別寄付）について 

 

 

 

●プログラム ●プログラム 

次回例会 観月夜間例会 

9 月 1 日 19：00～ 

いけの飯店 福山市春日町 1-2-48 

 


