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みなさん、こんにちは。まずは、本日のビジター

であります「国際ロータリー第 2710 地区 ガバナー

補佐 藤井強様、福山北ロータリークラブ IM 実行

委員長 松本様」大変お忙しい中、また、大変寒い

中、福山赤坂ロータリークラブにお越し頂きまして、

誠に有難うございます。2 月 21 日に開催されます IM

のご案内という事でお話頂きましたが、是非、当ク

ラブとして多くのメンバーで参加したいと思います

ので、皆さんのご理解とご協力をお願い致します。 

 先週の例会ではゲストの福山東ロータリー、宇江

パスト会長に国際奉仕についての卓話を頂きました

が、今月は世界理解月間ということで、少し国際ロ

ータリーについての情報をお話ししたいと思います。

今年度の RI 会長はゲイリー・フォアン氏だというこ

とは皆さんご存知かと思いますが、次年度の会長は

スリランカの「K.R.ラビ・ラビンドラン氏」となっ

ています。RI 理事会の構成メンバーとしては、副会

長にアルゼンチンの女性の方、ドイツ、トルコ、ア

メリカ、デンマーク、イタリア、インド、フィリピ

ン、韓国、そして日本という国の方々となっていま

す。その中でアメリカから 7 名、日本から浦和東ク

ラブ、玉名クラブから 2 名の方が理事を務めらてい

ますが、この理事の選出については世界の各地区を、

会員数が均等になるようにということを最優先に

34 のゾーンに分けて、そこから理事を輩出するしく

みになっています。その為、理事を輩出する人数は

国によって異なってくるわけです。そのゾーンの分

け方は慎重にある一定の期間で見直しをされている

ようですが、会員増強をより強調される背景にはこ

の日本からいかに理事を輩出しやすくするかという

こともあるのではないかと思います。今月 2 月 23

日はロータリーの誕生日であること、6 月 6 日から 9

日の期間で、国際大会がブラジル・サンパウロで開

催されることを付け加えお知らせさせて頂きます。 

 本日のプログラムは後期になってはじめての会員

卓話ということで、新会員の河村さんの卓話となっ

ています。若さあふれるお話が聞けると思います。

河村さん、宜しくお願い致します。 

 最後になりますが、本日、2 月 9 日という日は、

各種団体で色々、制定されているようです。洋服、

服の日、風が吹くということから風の日、魚のふく

の日等、色々あるようですが、何をおいても 2 と 9

で幸福の福ということで、皆さんの福を祈念し、会

長の時間とさせて頂きます。本日も最後まで宜しく

お願い致します。 
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＜配布物＞ロータリーの友及びガバナー月信 2 月号 

     卓話資料 

＜回 覧＞（新）第 1 回福山赤坂 RC ゴルフコンペの

お伺い及び出欠確認表 

  

 

本日出席率 84.61％ 

（出席者 33 名 欠席者 6 名 出席免除者 2 名） 

前々回修正出席率 70％ 

 

山本秀樹 広報・雑誌等委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆RI2710 地区 G11 ガバナー補佐 藤井 強 様 

2014-15 年度 IM 実行委員長 松本章穂 様 

スマイルありがとうございました。 

◆谷口会長 

RI2710 地区 G11 ガバナー補佐 藤井強 様、福山北

ロータリークラブ IM 実行委員長 松本章穂 様、よ

うこそお越しくださいました。大変寒い日が続きま 

すが、本日の卓話者の河村さんが吹き飛ばしてくれ

ることと思います。宜しくお願い致します。 

◆今川副会長 

本日は、河村博文様、会員卓話「これまでの私とこ

れからの私」を楽しみにしております。 

◆杉原会員 

衣替えしてゴルフ同好会を立ち上げました。 

皆様のご協力よろしくお願い致します。  

◆原会員 

最近、欠席が多くて申し訳ございません。今度、父

の会社である関西住建・原サッシセンターの 2 社の

社長として今年の 1 月より、復帰致す事となりまし

た。又、タカシンホームの福山営業所が 3 月よりオ

ープンする運びとなりました。関西住建に関しまし

ては左官工事、ビル等の建設も主体に行っておりま

す。今後 3 社の社長となった訳ですが、皆様から必

要とされる会社」を目指して飛躍発展できるように

取り組みますので、皆様ご支援の程宜しくお願い致

します。（10 口） 

◆平井会員 

福山赤坂 RC ゴルフの会の幹事を仰せつかりました。

本日出欠確認の案内を回覧いたしますので、どうぞ

宜しくお願い致します。 

又、次男が如水館に無事合格する事が出来ましたの

で、2 口スマイルを致します。 

◆松浦会員 

先週仕事でバンコクに行って参りました。トムヤン

クンを飽きるほど食べて来ました。近いうちにまた

行ける様、頑張りたいと思います。 

◆河村会員 

本日卓話をさせていただきます。 

宜しくお願い致します。 

◆佐藤会員 

G11 ガバナー補佐藤井様、福山北 RC IM 実行委員長

松本様ようこそお越し下さいました。よろしくお願

い致します。今日は私用で早退させていただきます。 

河村さん、すみません。 

◆麦谷会員 

所用にて早退いたします。 

◆川原会員 

用事のため早退いたします。宜しくお願い致します。 

●幹事報告 

●出席報告 

●スマイル BOX 

◆会員結婚記念祝 

杉原康行さん H13.2.27 

徳永雅俊さん S63.2.25 

西川和吉さん S63.2.25 

橋本大輔さん H16.2.29 

江草國之さん S42.2.22 

河村博文さん H17.2.5 

瀬川貴夫さん H26.2.14 

●委員会報告 



◆吉池会員 

本日都合により早退いたします。申し訳ございませ

ん。スマイルいたします。 

 

 

会員卓話  河村博文さん 

～『これまでの私とこれからの私』～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これからの目標 

「福山一のおもてなしホテル」づくり 

福山の繁華街の窓口として、住吉スクエアをもっと

楽しいビルに！⇒繁華街の活性化へ！ 

福山を観光地としての知名度向上へ街づくりから寄

与していく⇒福山を住んで楽しい街に！ 

 

 

 

 

次回例会 2 月 16 日（月）  

プログラム：会員卓話 徳永雅俊さん 

●プログラム 


