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 みなさん、こんにちは。9 月 29 日以来の通常の例

会という事になりますが、10 月 6 日の創立記念例会

ではパスト会長の方々に当時を振り返って頂きなが

ら、ロータリーに対する思いを語って頂き、大変有

意義な例会が開催できたと思っております。 

パスト会長の皆さん、本当に有難うございました。

また、この創立記念例会を企画し、当日進行をして

頂いた岩永プログラム委員長、大変ご苦労様でした。 

 続いて、福山で開催された地区大会ですが、10 月

17 日の記念ゴルフ、19 日の本会議、懇親会に参加頂

いた皆さん、有難うございました。17 日の記念ゴル

フにおいては、早朝より受付等の設営に 8 名の方、

プレーに 8 名の方に参加頂きました。19 日の地区大

会本会議・懇親会には 21 名の方に参加頂きした。こ

の地区大会で、当福山赤坂クラブが会員増強・拡大

賞の中の最も会員維持率が高いクラブとして、また

米山記念奨学会功労クラブとして表彰されました。

そして地区大会決議の中で、第 10 号としてホストク

ラブに感謝する件の中で、コ・ホストクラブである

当クラブも入り決議されたことを報告させて頂きま

す。今回の地区大会では、当クラブの席次は本会議

がリーデンローズの 3 階、懇親会は別会場というこ

とで色んな面で不自由な面もありましたが、コ・ホ

ストクラブの役目ということでご理解いただくよう

お願い致します。また、記念ゴルフでは桑田さんが

レディス優勝を獲得されました。桑田さん大変おめ

でとうございます。 

次年度の地区大会は宇部西クラブをホストクラブ

に 10月 24日～26日に宇部市で開催されることが決

まりました。ロータリーを知る、そして他クラブの

会員との親睦を深めるということで、IM とともに大

切な機会だと思いますので、より多くの参加をお願

いいたします。特に近年入会の方には強くお願い致

します。 

 次に 11 月 10 日の次回例会についてお話しさせて

頂きます。次回例会のプログラムは善行表彰となり

ますが、現在森原青少年奉仕委員長が一生懸命準備

を進められているところです。ここ近年、この善行

表彰の会員の出席率が低く、この事業が衰退してい

るような雰囲気があります。しかしながらこの事業

はクラブにとってもこの地域の中学生、小学生にと

っても本当に意義のある素晴らしい事業だと思いま

す。親や先生だけでない、ロータリークラブから褒

められることは、その子供たちにとって自身や誇り

に繋がることですし、ロータリークラブにとっても

ロータリーの活動を広める絶好の機会だと思います。

私はこの事業は会員のみなさんの知識や知恵を注ぎ、

まだまだ継続すべき事業だと思います。選考基準や

方法が皆さんに伝わりにくく、この事業の実施あた

って関わる方が少ないので、皆さんの興味が薄いと

いう事も次年度以降の改善点として挙げられますが、

まずは、みなさん、どうか 11 月 10 日には出席して

頂いて、この事業について知って頂き、どうすれば

より効果的になり継続するか考えて頂きたいと思い

ます。森原委員長も苦労されています。 

どうか出席をして頂けるよう強くお願いを致します。 
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最後になりますが本日は杉原ロータリー財団委員長

の卓話です。杉原委員長宜しくお願い致します。 

以上で、会長の時間を終わりますが、本日も最後ま

で宜しくお願い致します。 

 

 

例会変更 

福山西 RC 11 月 18 日（火）を 16 日（日）9：00～ 

グリーンライン後山公園にて「奉仕の森」環境整備のため 

松永 RC  10 月 27 日（月）を 25 日（土）18：30～ 

フォレストヒルズガーデンにて周年記念家族例会のため 

11 月 10 日（月）職場例会のため、芙蓉の家にて開催 

鞆の浦 RC  11 月 4 日（火）を 11 日（火）12：30～ 

景勝館漣亭（さざなみてい）に変更 

11 月 18 日（火）を 22 日（土）18：30～ 

季節料理衣笠へ親睦夜間例会のため 

府中 RC  10 月 27 日（月）職場例会のため 12：30～ 

リョービ（株）にて開催 

11 月 3 日（月）同日 松永カントリークラブにて 

G10/11 合同親睦ゴルフ大会 

福山南 RC 10 月 30 日（木）定款第 6 条一節による休会 

・11 月 3 日㈪と 11 月 24 日㈪は法定休日のため、福山 RC , 

福山丸之内 RC 松永 RC 当クラブともに休会 

 

＜配布物＞ 

1. ロータリーの友・ガバナー月信 10 月号 

2. 河川浄化チャレンジ月間参加者募集チラシ 

3. 地区大会資料 

4. 予納金明細 

＜回覧＞ 

１．11 月 10 日（月）善行児童表彰式の出欠表 

２．12 月 1 日（月）松永 RC・福山赤坂 RC 合同例

会出欠表 

３．週報 

 

 

 

本日出席率 70％ 

（出席者 28 名 欠席者 12 名） 

 

欠席者 

前々回修正出席率 77.5％(メイクアップ 1 名) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆谷口会長 

10 月 17 日から 19 日に開催された地区大会に参加頂

いた皆様、ありがとうございました。心より感謝申

し上げます。又、杉原委員長、本日の卓話宜しくお

願い致します。 

◆今川副会長 

先日の地区大会に参加して頂いた皆様お疲れ様でし

た。本日のプログラム、杉原委員長ロータリー財団

のお話宜しくお願いします。 

また、私事ですが、眞田創立会長よりご紹介を頂い

た一心グループ・太陽通信の仕事が無事終了し、昨

日落成式を上げることになりました。あらためて人

とのご縁の大切さに感謝申し上げます。 

◆眞田幹事 

先般行われました地区大会には、多くの方に出席し

て頂きました。ありがとうございます。本日の卓話、 

杉原委員長どうぞ宜しくお願い致します。 

◆杉原会員 

11 月がロータリー財団月間ですが、本日ロータリー

財団の話をさせて頂きます。少し風邪気味なのでお

聞き苦しいと思いますが、宜しくお願い致します。

福山赤坂ロータリークラブでは、スマイルすると風

邪が治るというジンクスがありますので、スマイル

いたします。 

◆桑田会員 

17 日のロータリーゴルフ大会の女子の部で優勝さ

せて頂きました。ありがとうございます。女子が少

なくて恐縮ですが、スマイルさせて頂きます。 

 

 

●幹事報告 

●出席報告 

●スマイル BOX 

◆入会記念祝 

眞田惣行 H8.10.8 

神原一省 H8.10.8 

麦谷恒雄 H8.10.8 

杉原康生 H8.10.8 

吉池 覚 H22.10.5 

 



◆谷原会員 

10 月は私用が多くて例会を欠席しましてご迷惑を

お掛けしましたので、スマイル致します。 

◆吉池会員 

所用により早退致します。申し訳ございません。 

スマイル致します。 

◆吉元会員 

所用の為早退させて頂きます。 

ご迷惑をお掛け致します。 

 

 

 

ロータリー財団 杉原康生委員長卓話 

 

 

 

 

 

 

 

 

●プログラム ●プログラム 

次回例会 善行児童生徒表彰式 

11 月 10 日 1７：00～ 

一心ビル例会場 


