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Be a Gift to the World
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一雄さん、野田和秀さん、岡田員宗

誕生したことは、大変喜ばしく、また、誇りを感
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じております。推薦者の眞田創立会長、吉池さん、

ガバナー公式訪問

橋本さん、畑さん、眞田副会長、石井さん、平井
さん、松浦さんと多くの会員のご尽力をいただき、

●会長の時間

この場をお借りしてお礼と感謝申し上げます。あ
りがとうございます。
引き続き、新入会員のご指導のほどよろしくお
願い致します。
9 月は「基本的教育と識字率の向上月間」です。
次週 9/14 は如水館高等学校

山中幸平理事長の卓

話になっております。皆様と一緒に今月の特別月
間を深めてまいりましょう。
皆さん、こんにちは。本日は記念すべき例会で
あります。
先ほどご紹介させていただきましたが、ガバナ
ー公式訪問のため第 2710 地区ガバナー東良輝様・
ガバナー随行幹事有田幸一様・第 2710 地区グルー
プ 11 ガバナー補佐徳永雅俊様・ガバナー補佐幹事
石井宏和様にご臨席頂いております。ご多忙の中、
ようこそおいでくださり、有難うございます。
東良輝ガバナーにはプログラム時間の卓話、そ
の後開催されますフォーラムに於きましては、ご
指導よろしくお願いたします。
先程、入会式が行われ、佐渡さん、渡辺さん、

終わりに本日の例会とフォーラムが皆様にとっ
て有意義でありますことを記念いたしまして会長
の時間を終わります。
本日も最後までよろしくお願い致します。

●入会式

●スマイル BOX

佐渡伸基（さどのぶき）さん
職業分類：農業
推 薦 者：眞田惣行さん、吉池覚さん
渡辺弘子（わたなべひろこ）さん

会員誕生日記念祝
眞田惣行さん

S21.9.6 生

職業分類：レストラン・バー

畑

弓子さん

S30.9.11 生

推 薦 者：橋本慎吾さん、畑弓子さん

東森由倫さん

S51.9.27 生

江草國之さん

S15.9.6 生

松浦宏次さん

S43.9.11 生

瀬川貴夫さん

S57.9.6 生

頓行一雄（とゆきかずお）さん
職業分類：リネンサプライ
推 薦 者：石井宏和さん、眞田奈津基さん
野田和秀（のだかずひで）さん
職業分類：酒類販売

パートナー誕生日記念祝
今川忠男 令夫人 和江様

9/15

推 薦 者：松浦宏次さん、眞田奈津基さん
岡田員宗（おかだかずひろ）さん
職業分類：自動車板金
推 薦 者：平井啓博さん、眞田奈津基さん

◆国際ロータリー第 2710 地区ガバナー東良輝様、
ガバナー随行幹事有田幸一様より、御志をいただ
きました。
◆今川忠男 会長
第 2710 地区ガバナー東良輝様、ガバナー随行
幹事有田幸一様、第 2710 地区グループ 11 ガバ
ナー補佐徳永雅俊様、ガバナー補佐幹事石井宏和
様、ようこそおこしくださいました。どうぞよろ
しくお願いします。
また、本日入会していただきました、佐渡さん、
渡辺さん、頓行さん、野田さん、岡田さん、入会

●幹事報告

おめでとうございます。
◆眞田奈津基 副会長

＜例会変更＞
府中 RC

9/21（月）法定休日のため休会

＜配布物＞

します。

覧＞

また、今日は 5 名の新入会員をお迎えするこ

なし

とができました。皆さんのご協力に感謝するとと
もに、仲間として仲良くしていただきますようよ

●出席報告
本日出席率

ナー補佐徳永様、補佐幹事石井様、ようこそお越
し下さいました。本日はどうぞよろしくおねがい

・東ガバナー卓話資料

＜回

本日は、東ガバナー様、随行幹事有田様、ガバ

ろしくお願いします。
88.63％

（出席者 39 名

欠席者 5 名

前々回修正出席率

修正なし

◆岩永光司 幹事
出席免除者 3 名）

本日は、東ガバナー、有田ガバナー随行幹事、
徳永ガバナー補佐、石井ガバナー補佐幹事、よう
こそお越し下さいました。最後までよろしくお願
いします。

また、本日ご入会の 5 名の皆様、ご入会おめ
でとうございます。これからのロータリーライフ
を楽しんでください。
◆眞田惣行 創立会長
佐渡さんを紹介させて頂きました。

◆平井啓博 会員
新入会員の皆様、入会おめでとうございます。
岡田会員の紹介スポンサーということで、わから
ないことがあれば何でも聞いてください。
共にがんばりましょう。

皆さん、宜しく御願い致します。
◆畑

弓子 会員

渡辺さんご入会おめでとうございます。
女性メンバーが増えたこととても喜んでおり
ます。これからも宜しくお願い致します。
◆吉池

●プログラム
＜ガバナー卓話＞
国際ロータリー第 2710 地区ガバナー東良輝様

覚 会員

佐渡伸基様ご入会誠におめでとうございます。
一日も早く、この福山赤坂ロータリーにとけこま
れ、充実したロータリーライフを過ごされますよ
う祈念いたします。
ご飯が硬くて申し訳ありません。
◆石井宏和 会員
頓行一雄さん、入会おめでとうございます。こ
れからも一緒に頑張っていきましょう。
また、私事ですが、9 月 3 日に第 2 子が産れま

＜公式フォーラム＞

13:40～15:10

した。女の子です。あらためて自身を見直し、し
っかりと頑張りたいと思います。
◆橋本慎吾 会員
渡辺弘子さん入会おめでとうございます。共に
福山赤坂ロータリークラブを盛り上げて行きま
しょう。
◆松浦宏次 会員
本日入会しました野田和秀さんのスポンサー
をさせていただきます。野田さんを宜しくお願い
します。
◆佐渡伸基 会員
本日、入会しました。よろしくお願いします。
◆渡辺弘子 会員
今日、入会いたしました。よろしくお願いしま
す。
◆頓行一雄 会員
この度入会させていただきました。どうぞよろ
しくお願いします。
◆野田和秀 会員
入会させていただきました。宜しくお願いいた
します。
◆岡田員宗 会員
本日、入会させて頂きました。宜しくお願いい
たします。

※

次回例会９月１４日（月）
ゲスト卓話：
如水館高等学校

山中幸平理事長

