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●点   鐘  今川忠男 会長 

●ソ  ン  グ   [我等の生業］ 

●表 彰 式  新会員推薦者のための認証プロ

グラムの表彰、2014-2015 年度

皆出席者表彰 

●委員会報告  薬物乱用防止キャンペーン 

●プログラム  2014-15 年度決算報告 

        2015-16 年度予算審議 

 

●会長の時間 

 

皆さん、こんにちは。先程 2013 年度から始まっ

た国際ロータリーのプログラムによる新会員推薦

者に対して、新会員の勧誘に貢献した会員を称え、

認証ピンが贈呈されました。武郷さん、西川さん

おめでとうございます。本年度は 5 名の新入会員

を迎えてお祝いする目標を立てており、皆様と一

緒にお祝いしたいと思っています。 

また、昨年度、100％出席者の 7 名 眞田創立会

長、パスト会長杉原さん、パスト会長神原さん、

パスト会長武田さん、パスト会長徳永さん、橋本

さん、おめでとうございます。クラブの出席率向

上に貢献していただき、この場をお借りして心よ

り感謝申し上げます。本年度も引き続きよろしく

お願いいたします。 

次に、理事会報告です。 

先週 7/6 例会終了後 福山赤坂ロータリーク

ラブ事務局におきまして、新年度・旧年度の理事

会を開催いたしました。5 つの議題が上がりました。 

1 つは 2014・2015 年度の決算報告及び、2015・

2016 年度予算報告が行われ、理事会において承認

いただきました。 

2 つ目は 7 月のプログラムの承認です。 

3 つ目は 備後赤坂駅前に寄贈した時計の件で

す。 ただいま時計が遅れており、その旨福山市

からご連絡がありました。修理の見積りと今後の

対策をクラブで検討したいと思います。現在は時

計に故障中の掲示をしております。 

4 つ目は ホームページのリニューアルを馬場

広報雑誌等委員長を中心に詳細を決め、進めてお

ります。おって報告いたします。 

最後に、本日早朝の事業、薬物乱用防止啓発活

動をメークアップ対象の事業である事を承認いた

だきました。 

さて、本日は、早朝より薬物乱用防止キャンペ

ーンを実施致しました。備後赤坂駅前・済美中学

校正門の 2 か所で啓蒙のためのチラシ・テッシュ

を配布し、中根社会奉仕委員長、村井青少年奉仕

委員長をはじめとする 22名の会員の皆様にご参加

とご協力をいただき、ありがとうございます。ま

た、広島県福山西警察署生活安全課児玉課長をは

じめ 4 名・赤坂学区自治会連合会宮重会長はじめ

10 名・福山市立福山中学高等学校兼田教頭はじめ

2 名・福山市立済美中学校 2 名 総勢 37 人の多く

の方々の協力をもって奉仕活動ができました。心

より感謝申し上げます。 

この事業は、今から 15 年前、名誉会員藤原さん

が会長の時に事業が始まったとお聞きしており、

今年で 16 回目になります。先日も福山市立福山中

学高等学校へ挨拶に伺ったおりに、向井校長から、

「私の教頭時代にこのビラ配りに参加いたしまし
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たよ」と言われ、心あたたまるご理解をいただき、

この事業の歴史を感じ、地域のお役立ちにかかわ

ることができ、この事業の責任と誇りがわいてき

ました。今後も継続事業の維持・発展を願ってい

ます。 

本日のプログラムは前年度決算・本年度予算報

告となっております。会員の皆様には、充分なご

審議をしていただき、ご承認いただきますようお

願いいたします。その後、先週に引き続き理事役

員委員長就任挨拶をいただき、会長の時間とさせ

ていただきます。本日も最後までよろしくお願い

致します。 

 

●表彰式 

新会員推薦者のための認証プログラムの表彰（認

証品贈呈） 

 武郷義昭さん、西川和吉さん 

 

2014-2015 年度皆出席者表彰（記念品贈呈） 

眞田惣行さん、杉原康生さん、神原一省さん、武

田正敏さん、徳永雅俊さん、橋本慎吾さん 

 

●幹事報告 

＜例会変更＞ 

府中 RC 7/20 法定休日のため休会 

    8/10 定款第６条１節による休会 

福山 RC 8/3（月）→同日 18:00～ 

    納涼夜間例会のため、福山ニューキャッスルホテル 

    8/10 定款第６条１節による休会 

松永 RC 8/10（月）→8/8（土）15:00～ 

    納涼家族例会のため、三吉の鵜飼見学 

    8/31（月）→8/30（日）8:00～ 

    JA 旗・ロータリー杯ソフトボール大会のため、松永グリ

ーンパーク 

福山丸之内 RC 8/24（月）19:00～21:00 

    ガバナー保佐訪問のため、福山ニューキャッスルホテル 

    8/10 定款第６条１節による休会 

＜配布物＞ 

・ロータリーの友及びガバナー月信７月号（計３冊） 

・決算予算報告書 

・2015-16 年度プログラム 

・2014-15 年度ＩＭ ＤＶＤ 

・ロータリー手帳 

＜回 覧＞ 

・納涼夜間家族例会出欠表 

・第２回福山赤坂 RC ゴルフコンペ出欠表 

・今秋の「第 14 回ロータリー全国囲碁大会」のご案

内 

 

●出席報告 

本日出席率 85％ 

（出席者 34 名 欠席者 6 名 出席免除者 2 名） 

前々回修正出席率 修正なし 

 

●委員会報告 

・社会奉仕委員会（中根委員長） 

 薬物乱用防止キャンペーン参加の御礼 

 

 

 平成２７年７月１３日（月）AM8:15～ 

  JR 備後赤坂駅前、福山市立済美中学校 

 

薬物乱用防止キャンペーン 



 

 
 

・親睦委員会（橋本委員長） 

 納涼家族夜間例会 最終締切 

・広報雑誌当委員会（馬場委員長） 

 ロータリーの友紹介 

 

●スマイル BOX 

◆今川忠男 会長 

本日早朝、赤坂駅前、済美中学校において薬物

乱用防止啓発のビラ配りに多数参加いただきあ

りがとうございます。また、先週の例会にて、誤

解を招く不適切な表現があり、お詫び訂正させて

いただきます。正しくは、入会式の時に「あなた」

を「あなたがた」に、また、就任挨拶時の「１０

０％出席」を「１年間のうち２回１００％出席を

めざす」に訂正させていただきます。 

◆眞田奈津基 副会長 

先週は記念品を頂きまして本当にありがとう

ございました。今日は谷口年度の決算報告です。

慎重なるご審議、よろしくお願いします。 

◆岩永光司 幹事 

本日は早朝より、薬物乱用防止キャンペーンに

ご参加くださった皆様、大変お疲れ様でした。社

会奉仕委員会、青少年奉仕委員会の皆様、お世話

になりました。この度、中学生の次男が所属する

サッカーチーム「福山ローザス・セレソン」が８

月に北海道である日本クラブユースサッカー選

手権全国大会に出場することとなりましたので、

スマイルします。 

◆谷口宏樹 会員 

本日決算報告をさせて頂きます。よろしくお願

いします。 

◆神原一省 会員 

今日早朝から駅前と済美中学校校内での薬物

乱用防止のビラ配りに参加された方、御苦労様で

した。今年度会計の役を担当することになりまし

た。１年間よろしくお願いします。 

◆西川和吉 会員 

年始めの例会に出張の為欠席いたしました。会

員選考委員長として頑張っていきたいと思いま

すので、よろしくお願いします。 

◆中根基博 会員 

本日は、早朝より、また暑い中、薬物乱用防止

啓発活動にご参加いただきありがとうございま

す。今後とも地域社会への奉仕活動へのご協力よ

ろしくお願いします。 

◆田中ひとみ 会員 

関西大学で学んでいる三男が１年間の上位成

績者に与えられる給付奨学生に選ばれ、授与式が

先日ありました。１年間授業料の半額を給付する

とのことなので、来年度も対象となるよう勉学に

励んでもらいたいと思います。 

◆馬場正人 会員 

本年度後方雑誌等委員長を務めることになり

ました。１年間よろしくお願いいたします。 

◆江草國之 会員 

第１６回福山赤坂ＲＣ主催「広島県薬物乱用対

策推進本部」キャンペーン、AM7:15 出席しま

した。青少年の啓発になればと思います。平嶺莉

子さんのポスター秀逸です。 

◆橋本慎吾 会員 

本日は重要な例会を欠席して申し訳ございま

せん。委員会方針は、畑副委員長にお願いし、代

読とさせて頂きます。どうぞよろしくお願い致し

ます。 

◆瀬川貴夫 会員 

先日、谷口前会長より、一心エンジニアリング

有限会社様の株式会社への組織変更のご依頼を

頂き、手続が完了しました。今後の一心エンジニ

アリング株式会社様のますますのご発展と皆様

のご健勝を心よりお祈り申し上げます。 



◆下宮典子 会員 

はじめてのビラ配布でしたが、１０代の若い学

生さんの息吹と愛らしい笑顔に接し、私の心もリ

フレッシュ！少しだけですが若返った感じです。 

◆石井宏和 会員 

本日欠席致します。 

 

 

●プログラム 

2014-15 年度決算（谷口直前会長） 

  報告 

2015-16 年度予算（今川会長） 

  審議、承認 

 

 

※ 次回例会７月２０日（月） 

   法定休日のため休会 

※ 次々回例会７月２７日（月） 

   18:30～ 納涼夜間家族例会 

   福山ニューキャッスルホテル２Ｆ曙の間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


