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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  今期を振り返って 

今川忠男会長 

 

●会長の時間 

 

皆さん、こんにちは、先週の忘年例会には会員

の皆様、多数ご参加頂きありがとうございます。 

会場をクラブの為にご提供していただきました、

眞田創立会長、眞田副会長、松浦さん、心よりお

礼申し上げます。また、予算をはるかに超えるお

いしい食事とおいしいお酒を提供していただき心

より感謝申し上げます。そして、楽しい雰囲気を

作っていただきました親睦活動委員長橋本さんを

中心にクラブ管理運営部門の皆様ありがとうござ

います。特に司会の清水さん、田中さん、レポー

ターの渡辺さん、普段見られないドレスの森原さ

んのお力に感謝いたします。とても楽しい時間を

皆様と過ごすことが出来、ありがとうございまし

た。 

さて、今月のロータリークラブの月間テーマは

「疾病予防と治療」です。 

疾病予防の世界の現状は、毎年 10 億人がデング

熱やハンセン氏病に苦しんでいます。世界の保健

従事者の数、WHO が示す最低基準人口 1 万人あたり

23 人に満たない国が 57 あります。ちなみに福山市

はおよそ人口 1 万人当たり 200 人と言われていま

す。また、毎年世界で 240 万人の医師が不足し、

世界の 6 人に 1 人が医療費を払うこと出来ず、医

療費の負担によって、毎年 1 億人が貧困生活に追

い込まれています。 

まず、われわれは世界のことを認識し、出来る

ことを行動してまいりましょう。 

本日のプログラムは「前期を振り返って」です。

前期の反省を込め報告と後期にむけてのつたない

報告をさせていただきます。皆様どうぞよろしく

お願いいたします。 

最後に、国際大会についてお知らせいたします。

2016 年 5 月 28 日から 6 月 1 日、韓国のソウルで行

われます。アイデアと友情の輪を広げ、「世界への

プレゼント」となるため、毎年行われる最大のロ

ータリー行事である国際大会はすべてのロータリ

アンのための行事でありますことをお伝えし、会

長の時間といたします。  
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●幹事報告 

＜例会変更＞ 

福山丸之内 RC 

 ・1 月 4 日（月）→同日 19:00 新年互礼会のため、

ニュートン・モア 

 ・1 月 11 日（月）法定休日のため休会 

 ・1 月 25 日（月）→同日 12:30 職場例会のため、

ホロコースト記念館 

福山西 RC 

 ・1 月 5 日（火）定款第 6 条第１節により休会 

 ・1 月 12 日（火）→1 月 9 日（土）19:00 新年同

伴夜間例会のため、アーククラブ迎賓館 

福山南 RC 

 ・12 月 24 日（木）→12 月 22 日（火）18:30 ク

リスマス家族親睦夜間例会のため、福山ﾆｭｰｷｬ

ｯｽﾙﾎﾃﾙ 

 ・12 月 31 日（木）大晦日のため休会 

 ・1 月 7 日（木）→同日 18:30 新年夜間例会のた

め、福山ﾆｭｰｷｬｯｽﾙﾎﾃﾙ 

福山北 RC 

 ・1 月 15 日（金）→同日 19:30 親睦家族夜間例

会のため、アーククラブ迎賓館  

 ・1 月 29 日（金）→同日 12:30 職場例会のため、

光圓寺 

＜配布物＞ 

・ロータリーの友及びガバナー月信 12 月号 

・1 月 6 日(水）新年家族例会のご案内 

・後期会費納入のお願い 

＜回 覧＞ 

・2/13（土）IM の出欠表 

・新年家族例会の出欠表 

・韓国国際大会への参加確認 

・日台ロータリー親善会議参加申込書 

●出席報告 

本日出席率 86.04％ 

（出席者 37 名 欠席者 5 名 出席免除者 3 名） 

前々回修正出席率 84.09% 

 

●委員会報告 

・広報・雑誌等委員会（馬場委員長） 

 ロータリーの友紹介 

・親睦活動委員会（橋本委員長） 

・国際奉仕委員会（森原委員長） 

 ソウル国際大会 5/28 呼びかけ 

 

●スマイル BOX 

◆今川忠男 会長 

先週の忘年例会、会員の皆様、多数ご参加あり

がとうございます。 

本日の卓話「ロータリーの精神」寛容の心でお

聞きください。よろしくお願いします。 

◆眞田奈津基 副会長 

先日の忘年例会では、多くのご参加をいただき

ありがとうございました。本日は前期を振り返り

今川会長がお話をされます。後半に活かせるよう、

しっかり勉強したいと思います。 

また、先般、橋本会員を中心とした NPO スポ

ーツ雇用サポートセンターの設立が発表されま

した。市民球団「福山ローズファイターズ」が来

年春から始動します。橋本会員をサポートできる

よう、頑張りたいと思います。 

皆さんもぜひ応援してください！ 

◆岩永光司 幹事 

本日のプログラム、今川会長よろしくお願いし

ます。 

半年間、メンバーの皆様ありがとうございまし

た。後期もよろしくお願い致します。 

忘年例会では、親睦活動委員会の皆様、お世話

になりました。高い出席率に驚きました。 

◆門田一治 パスト会長 

勉強堂の社長門田治己が青年会議所の理事長

になっている様で、赤坂ロータリークラブには先

輩がたくさんおられる様ですので、御指導の方、

今後ともよろしくお願い致します。 

◆橋本慎吾 会員 

先日の忘年例会では、会員のみなさまに盛り上

げていただき、ありがとうございました。また、

12 月 1 日に、一心グループ様をはじめとする地

元企業 10 社のご支援により、福山ローズファイ

ターズが発足しました。今後、「賛助会員企業」

と「市民サポーター」を募集して参りますので、

みなさまのご支援を宜しくお願い申し上げます。 

◆田中ひとみ 会員 

先日は嵩心会に参加させていただきました。ビ

ンゴゲームでは今川会長のビンゴカードの力を



お借りして最後はジャンケンで競り勝ち商品を

２つもゲットさせてもらいました。これもロータ

リーの好意と友情のたまものだと思いました。感

謝の気持ちを込めて３口スマイルします。 

◆江草國之 会員 

「フォーシーズンズ」のお祝いに、気持ちのお

祝いをさせて頂きました。 

因みにシカゴ RC のメイクアップのときに 27

年前泊まったホテルはフォーシーズンズホテル。

その名を取って私の肝臓勉強会はフォーシーズ

ンズクラブとしていた時もあります。 

◆松浦宏次 会員 

先日の忘年会で「いけの」をご利用いただきあ

りがとうございました。 

日頃より、メンバーの皆様にはお世話になって

おりますので、精一杯サービスさせていただきま

した。今後とも「いけの」を宜しくお願い致しま

す。 

◆野田和秀 会員 

眞田創立会長、眞田副会長、松浦さん、すっか

り遅くなってしまいましたが、フォーシーズンズ

さん、いけのさんの同時開店おめでとうございま

す。 

お酒を納入させていただけることになりまし

た。誠に有難うございます。 

精一杯頑張らせていただきます。 

また、忘年例会では料理にワインに出血大サー

ビス、有難うございました。皆様も両店だけでな

くしゃぶ吉さんもたくさんご利用いただき、そし

ていつもより１杯多めにお酒を注文してくださ

い。本当におめでとうございます。 

◆佐木 学 会員 

昨日、あっぱれ会ウインターセミナーを開催さ

せていただきました。三原地区の赤坂ロータリー

の会員様の参加をいただきありがとうございま

した。 

また、眞田創立会長には、アドバイザーとして

三原市の展望についてご提言いただきました。あ

りがとうございました。感謝いたします。 

◆武郷義昭 会員 

所用のため退席させていただきます。 

◆吉元友浩 会員 

本日所用があり早退致します。 

申し訳ありません。 

●プログラム 

 今川忠男 会長 

   「今季を振り返って」 

   

 

 

 

※ 次回例会 

12 月 21 日(月)12:30～ 年次総会 

 


