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●点 鐘  今川忠男 会長 

●ソング   [我等の生業］ 

●プログラム  会員卓話 

杉原康生パスト会長 

 

●会長の時間 

 

皆さん、こんにちは。 

本日はたくさんのお礼と感謝をしなければなり

ません。 

まず１つ目は先月の１０月２５日に例会変更に

なりました地区大会に出席していただいた皆様に

感謝申し上げます。当日は朝早くから宇部までの

バス移動たいへんお疲れさまでした。参加された

皆様のあたたかい真心に触れることができ、心よ

り感謝申し上げます。このことが赤坂らしさの１

つと感じました。来年には多くの皆様と一緒にこ

の体験をしたいと切に願っています。 

２つ目は 11月１日の行われました松永ロータリ

ークラブ創立 50周年記念式典並びに祝宴に多くの

皆様（総勢３２名）に参加していただき、感謝申

し上げます。来年は私たちの記念式典と祝宴にな

ります。参加された皆様とは式典や祝宴のイメー

ジを共有することが出来たのではないでしょうか。

来年向けて、クラブが団結し、素晴らしい事業に

してきましょう。 

３つ目は 11 月３日に行われました G10・11 合同

親睦ゴルフ大会に１３名の会員の皆様に参加いた

だき、感謝申し上げます。当日はとても気持ち良

い青空のもと他のクラブのロータリアンとゴルフ

を通じて親睦を深めることが出来きました。また、

わたしたちのクラブが多くの景品、特にカニなど

を得ることができ、皆様の実力に感謝申し上げま

す。 

 

さて、本日、11 時 30 分より事務局におきまして、

11 月度の理事会が開催されましたことをご報告い

たします。 

1．11 月プログラムの承認 

2．10 月度の予算実行状況の承認 

3．門田会員出席免除の承認 

4．吉永会員退会届の承認 

 

本日のプログラム、２０周年実行委員長杉原パ

スト会長による２０周年にむけての卓話になりま

す。杉原パスト会長どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

次週は継続事業であります第 7 回善行児童・生

徒表彰です。例会変更になっており１７時００分

よりはじまります。ご参加の皆様ご確認のほどよ

ろしくお願いいたします。 

最後に本日のプログラムが今後の福山赤坂ロー

タリークラブの活動に有益になりますことを祈念

して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。  
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●お祝い 

＜東森由倫会員新店舗オープン祝い＞ 

11 月 5 日オープン 

イベリコＧＡＮＧ（元町） 

 

 

 

●幹事報告 

＜例会変更＞ 

福山 RC 11/9（月）→同日 12：30～ 

職場例会の為、広島弁護士会福山地区会館 

福山東 RC 11/11（水）18；30～ 

通算第 1500 回記念例会のため、福山ニュー

キャッスルホテル「ロジェ」 

鞆の浦 RC 11/17（火）→同日 12：30～ 

例会場ホテル鷗風亭の都合により、景勝館 

漣亭 

松永 RC 11/30（月）→29 日（日）9：00～ 

創立 50 周年記念チャリティーゴルフ大会の

ため、松永カントリークラブ 

11/9 定款第６条 1 節により休会 

11/23 法定休日のため休会 

府中 RC 11/16（月）→11/15（日）14：00～ 

創立５０周年記念式典 

12/21（月）同日 12：30～ 100 万＄例会 

11/23（月）法定休日のため休会 

12/28（月）例会場休館日のため 

＜配布物＞ 

・12 月 7 日（月）忘年例会のご案内 

・卓話資料 

・ロータリーの友並びにガバナー月信１１月号 

＜回 覧＞ 

・11 月 16 日（月）善行表彰式出欠確認の回覧 

・12 月 7 日（月）忘年例会出欠確認の回覧 

 

 

●出席報告 

本日出席率 86.04％ 

（出席者 37 名 欠席者 6 名 出席免除者 3 名） 

前々回修正出席率 48.18% 

 

●委員会報告 

・親睦活動委員会（橋本委員長） 

・広報・雑誌等委員会（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 

本日の卓話、杉原パスト会長、20 周年に向け

て、よろしくお願いします。 

また、私事ですが、名誉ある仕事を受けること

ができました。福山市民に愛される福山市総合体

育館を目指してまいります。 

◆眞田奈津基 副会長 

本日は 20 周年に向けてということで杉原実行

委員長の卓話です。杉原委員長どうぞよろしくお

願いします。 

また、私事ですが、先日長男が新市クラシック

ゴルフクラブのクラブチャンピオンに、長女が広

島県東部ゴルフ選手権で優勝しましたので、スマ

イルします。 

◆岩永光司 幹事 

11 月 1 日の松永 RC50 周年記念式典、11 月 3

日の G10・11 のゴルフ大会と行事が続きました

が、ご参加くださった皆様、お疲れ様でした。 

本日のプログラム、20 周年に向けて、杉原実

行委員長よろしくお願いします。 

◆杉原康生 パスト会長 

本日は取留めのないお話をしますが、ご清聴の

ほどよろしくお願い致します。 

11 月 3 日の G10・11 のゴルフ大会で 111 位で

会員結婚記念祝 

東森由倫さん H18.11.10 

橋本慎吾さん S62.11.29 



11 グループガバナー補佐賞で豪華な景品をいた

だきました。神原さんも 77 位で 10 グループガ

バナー補佐賞でした。 

他のクラブから出来レースかといわれました

が、徳永補佐さん決して出来レースではありませ

んよね！  

◆神原一省 パスト会長 

11 月 3 日福山カントリーでのゴルフ大会で、

ガバナー補佐賞をいただきました。 

2 つの補佐賞があったのですが、2 つとも赤坂

クラブの 2 人がもらったので、出来レースじゃ

ないのかという声もあったようですがそんなこ

とはありません。 

ありがとうございます。 

◆谷口宏樹 パスト会長 

11 月 3 日に行われた G10・11 合同ゴルフコン

ペに参加させて頂きました。福山赤坂クラブから

13 名が出席し、多くの方が賞品をゲットしまし

た。 

楽しいゴルフをありがとうございました。 

◆橋本慎吾 会員 

11 月 3 日の G10・11 のゴルフ大会で 9 位に入

賞し、カニ 2kg をいただき、女房に大変喜ばれ

ました。 

ありがとうございました。 

◆清水朗弘 会員 

11 月 3 日に行われました親睦ゴルフ大会へ参

加させて頂きました。成績がふるわず団体順位に

は貢献できませんでしたが、楽しくプレーできま

した。 

ありがとうございました。 

◆田中ひとみ 会員 

県女性教委の研修会が世羅であり、10 月 19

日は参加のため欠席をさせてもらいました。世羅

は大変歴史のある町で教育的にも学ぶところが

多く勉強になりました。 

又、先日は松永 50 周年記念行事に参加させて

もらい、来年の赤坂 20 周年に向けて頑張ってい

こうと思いました。気持ちを込めてスマイルしま

す。 

◆東森由倫 会員 

11 月 5 日に新店舗のイベリコギャングを元町

にオープンいたしました。内装デザインは今川会

長にお願いをいたしましてオシャレな居酒屋が

出来上がりました。イベリコ豚を中心としたメニ

ューになっています。何かございましたらご利用

お願いいたします。 

たくさんのお祝いありがとうございました。 

◆麦谷恒雄 パスト会長 

所用があり早退します。 

◆平井啓博 会員 

仕事の都合により欠席させて頂きます。誠に申

し訳ございません。 

 

●プログラム 

＜会員卓話＞ 

 杉原康生パスト会長 

  「20 周年に向けて」 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 次回例会 

11 月 16 日(月)17:00～ 

善行児童生徒表彰式 

 


