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会長

Be a Gift to the World

2015-16 国際 RI 会長
K.R.ラビンドラン氏

築こう」です。
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[君が代]［奉仕の理想］

●入

会

式

佐木学さん、下宮典子さん

針として「温故知新

理事・役員・委員長就任挨拶

まずは 2 つのことを深めたいと考えています。1

●プログラム

当クラブ、福山赤坂ロータリークラブの運営方
輝く未来を築こう」を掲げ、

つは会員一人ひとりが誇れる活動を行い、地域に
●会長の時間

必要とされるクラブになること。2 つ目は継続事
業・委員会活動を通して親睦を深めることです。
次週は継続事業の１つ社会奉仕委員長中根さん
を中心に薬物乱用防止チラシを JR 備後赤坂駅前・
済美中学校校門前にて配布し啓蒙を図ります。で
きるだけ多くの会員の皆様の参加をお願いいたし
ます。
本年は 20 周年事業の準備の年でもあります。実
行委員長杉原さんを中心に今からわくわく、楽し
みにしております。

皆さん、こんにちは。本日は私とって記念すべき

また、本年度はガバナー補佐徳永さん、補佐幹

素晴らしい１日であり、当福山赤坂ロータリーク

事の石井さんがクラブを超えた地区での役割があ

ラブ 19 年目の第一歩の瞬間となります。これから

り、2 月に行われる IM があります。IM 実行委員長

始まる未来を皆さんと一緒につくっていきたいと

門田さん副委員長の西さんを中心に皆様のご協力

強く思っています。

をもって成功させましょう。

先程、入会式が行われ、佐木さん、下宮さんを

本日のプログラムは理事・役員・委員長就任挨

お迎えでき、１９年目の１ページに素晴らしい仲

拶となっています。理事、役員、委員長におかれ

間が誕生したことを記すことができ、大変うれし

ましては、会長への激励、熱い言葉をどうぞよろ

く、また、誇りを感じております。推薦者の眞田

しくお願いいたします。最後にこの一年、皆様か

創立会長、中根さん、江草さん、田中さんにはご

ら楽しかった、今川でよかったといわれる 1 年に

尽力をいただき、この場をお借りしてお礼と感謝

なることを目指し、会長の時間とさせていただき

をいたします。ありがとうございます。

ます。

本年度の国際ロータリークラブ会長 K.R.ラビン
ドラン氏のテーマは壇上の壁に掲げております。
「Be a gift to the world 世界へのプレゼントに
なろう」です。
第 2710 地区

東ガバナーは

基本方針を「ロー

タリーの基本に戻ろう」、ガバナー信条として「ロ
ータリーの原点に立ち戻り、輝かしい未来の礎を

本日も最後までよろしくお願い致します。

●入会式

●委員会報告

佐木

・社会奉仕委員会（中根委員長）

学さん

職業分類：国産車販売
推薦者

薬物乱用防止キャンペーン

眞田惣行さん、中根基博さん

・親睦活動委員会（橋本委員長）
納涼家族夜間例会

下宮典子さん
職業分類：住宅設備機器販売
推薦者

江草國之さん、田中ひとみさん

●スマイル BOX

会員誕生記念祝
佐木

学さん

S30.7.1 生

パートナー誕生記念祝
武田正敏 令夫人 成子様

7.1 生

谷口宏樹 令夫人 直子様

7.26 生

＜例会変更＞

松浦宏次 令夫人 真美様

7.13 生

福山南 RC

清水朗弘 令夫人 麗子様

7.2 生

梅西啓二 令夫人 澄子様

7.18 生

山本秀樹 令夫人 裕子様

7.23 生

瀬川貴夫 令夫人 由美様

7.4 生

下宮典子 御夫君 利明様

7.27 生

●幹事報告

7/2（木）→同日 18:30～

2015-2016 年度第一夜間例会、福山ニューキャッスルホテル
福山東 RC

7/29（水）→同日 18:30～

納涼夜例会のため、福山ニューキャッスルホテル
福山北 RC

7/17（金）→7/20（木）（月・祝）19:00～

親睦家族夜間例会のため、リゾートホテルベラビスタ境ガ浜

＜配布物＞
・会員証
・会費納入のご案内

◆今川忠男 会長

・予納金明細

佐木さん下宮さん入会おめでとうございます。

・理事役員委員会構成表

１日も早くみなさんに顔とお名前を覚えていた

・住所録

だき親睦を深めてください。本日のプログラム、

・職業分類表

理事、役員、委員長、皆様これから始まる１年間

＜回

どうぞよろしくお願いします。

覧＞

・納涼夜間家族例会の出欠表

◆眞田奈津基 副会長

・第２回福山赤坂 RC ゴルフコンペの出欠表
・住所録確認表

いよいよ今川会長、岩永幹事年度が始まりまし
た。私も微力ながらしっかり頑張りたいと思いま
す。皆さん、改めて、１年よろしくお願いします。

●出席報告
本日出席率

◆岩永光司 幹事
今年度、幹事をつとめさせて頂きます。至らぬ

85％

（出席者 35 名

欠席者 5 名

前々回修正出席率

修正なし

出席免除者 2 名）

点も多々あろうと思いますが、皆様どうぞよろし
くお願い致します。又、本日は佐木様、下宮様ご
入会おめでとうございます。これからよろしくお
願いします。

◆眞田惣行 創立会長
佐木さん、下宮さん、本日はおめでとうござい
ます。これからの御活躍を心から祈念致します。
◆杉原康生 会員
今年度は奉仕プロジェクト部門から理事に選
ばれ、職業奉仕委員長になりました。ご協力のほ
どよろしくおお願いします。
◆神原一省 会員
今年度理事会計をおおせつかった神原です。１

重ねてお祝い申し上げます。今後とも、赤坂ロー
タリーの発展にご協力お願いします。
◆村井祐介 会員
青少年奉仕委員長として、１年間頑張っていき
たいと思います。皆様、よろしくお願い致します。
◆田中ひとみ 会員
出席委員長を拝命いたしました。皆様、一生懸
命出席して下さい。１年間よろしくお願いします。
私も万難排して出席をしていきたいと思います。

年間よろしくお願いします。皆さんのスマイルの

佐木様、下宮様ご入会おめでとうございます。こ

方もよろしくお願いします。

れからよろしくお願い致します。

◆門田一治 会員
１５年度初めのロータリークラブ、皆様の推薦
で IM 実行委員長を受け、又、会員組織部門を受
けさせていただきます。再度勉強させていただき
ありがとうございます。佐木さん、下宮さん入会
おめでとうございます。
◆武田正敏 会員

◆森原久美子 会員
国際奉仕委員長として１年頑張りますので、よ
ろしくお願いします。
◆江草國之 会員
下宮典子様を、福山赤坂 RC に、新会員として
入会の御承認を有難う御座います。
◆橋本慎吾 会員

福山赤坂 RC、本年度執行部今川丸出航おめで

クラブ管理運営部門及び親睦活動委員会を、１

とうございます。よろしくお願い致します。本年

年間責任を持って全うします。会員の皆様に、よ

度は米山奨学会委員会を仰せつかりました。皆様

り親睦を深めていただける活動を推進して参り

にはご協力よろしくお願いします。

ますので、どうぞ宜しくお願い致します。

◆佐藤

貢 会員

今年度ロータリー財団等部門の理事に任命さ

◆佐木

学 会員

本日より入会させていただきます。佐木学と申

れました。微力ですが精一杯やらせていただきま

します。どうぞよろしくお願いいたします。今後、

す。ご協力よろしくお願いします。

ご指導よろしくお願いします。

◆谷口宏樹 会員
新年度のスタート、今川会長、岩永幹事にエー
ルを送り、スマイルします。
◆西

浩二 会員

◆下宮典子 会員
入会の喜びを、気持ちとして、スマイル致しま
す。
◆東森由倫 会員

７月４日に無事グランドオープンいたしまし

今年度、SAA 副委員長としてがんばってまい

た。皆様、今後ともよろしくお願い致します。ま

ります。しかし、本日は所用のため早退させて頂

た、多大なるお祝いを頂き、本当にありがとうご

きます。申し訳ございません。

ざいます。喜んでスマイルさせて頂きます。あり
がとうございました。
本年度 IM 副実行委員長として頑張ります。ご
協力もよろしくお願い致します。
◆山本秀樹 会員
今年度、プログラム委員長を務めさせて頂きま
す。何卒、ご指導、ご鞭撻の程、よろしくお願い
致します。
◆中根基博 会員
佐木学様、下宮典子様、ご入会おめでとうござ
います。また、佐木様は今月が誕生月とのこと、

◆河村博文 会員
先日の最終例会では、当ホテルをご利用いただ
きありがとうございました。谷口直前会長、眞田
直前幹事、誠にありがとうございました。今川会
長、岩永幹事、ご就任おめでとうございます。本
日は所用のため欠席させて頂くことになり、申し
訳ございません。１年間よろしくお願い致します。
◆平井啓博 会員
SAA として１年間よろしくお願い致します。

●プログラム
理事・役員・委員長就任挨拶

国際奉仕委員長
森原久美子

会長・理事
今川忠男
※

次回例会７月１３日（月）
決算・予算報告

副会長（会長エレクト）
・理事
眞田奈津基

会員組織部門理事
ＩＭ実行委員長
門田一治

会員増強職業分類委員長
眞田惣行

奉仕プロジェクト部門 理事

職業奉仕委員長
２０周年実行委員長
杉原康生

社会奉仕委員長
中根基博

青少年奉仕委員長
村井祐介

