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K.R.ラビンドラン氏

会長

ルドン氏よって唱えられた「自分の仲間に最もよ

[それでこそロータリー］

く奉仕する者、最も多く報われる」があります。

クラブ協議会

今月は皆様と一緒に職業奉仕の学びを深めてまい

「後期に向けて」

りたいと考えております。次週１月 25 日は眞田創
立会長による職業奉仕についての卓話になってお

●会長の時間

ります。皆様、ご参加のほどよろしくお願い致し
ます。
本日のプログラムは「後期に向けて」になりま
す。各理事・委員長さま、どうぞ宜しくお願い致
します。最後に新年のご挨拶でもお願いしました,
３つのお願いがあります。
1 つ目は

２月１３日

ホストクラブでありま

す IM があります。１か月を切りました皆様ご協力
お願いいたします。
皆さん、こんにちは。

２つ目は

５月２９日

世界大会です。

３つ目は

福山赤坂ロータリークラブ創立２０

先日の新年家族例会には会員の皆様、多数ご参

周年の節目の年であり、準備が始まります。福山

加頂きありがとうございます。会場には多くのご

赤坂ロータリークラブ一丸となって、輝く未来に

家族と一緒に心温まるたのしい時間をご提供して

むかって、素晴らしい後期になることをご祈念し、

いただき、会員の皆様、心よりお礼申し上げます。

会長の時間といたします。

特に企画・司会にご尽力をいただきました親睦活
動委員長橋本さん、副委員長畑さんを中心とする
親睦委員の皆様、心より感謝申し上げます。また、
新年の始まりにふさわしい凛とした、巻藁射礼を
ご披露していただきました田中ひとみさん、あり
がとうございます。とても素晴らしいスタートを
切ることができ、心より皆様に感謝申し上げます。
さて、今月のロータリークラブの月間テーマは
「職業奉仕月間」です。ロータリーの樹の中核に
あたるのが職業奉仕になります。職業奉仕はロー
タリーが職業人の集まりであり、自らの職業の実
践を通して他人の役に立つことであるといわれて
います。その中の１つとして、ロータリーにおけ
る職業奉仕は１９１０年のシカゴ大会で A.F.シェ

●幹事報告
＜例会変更＞
福山丸之内 RC
・2 月 8 日（月）→2 月 7 日（日）14:00

里親支

援事業（ボウリング大会）のため、福山パーク
レーン
・2 月 15 日（月）→2 月 13 日（土）13:30

G10.11

合同ＩＭのため、福山ﾆｭｰｷｬｯｽﾙﾎﾃﾙ
・2 月 22 日（月）→2 月 21 日（日）8:30

福山

マラソン給水所支援事業のため、芦田川河口堰
東詰給水所
福山西 RC
・2 月 9 日（火）→2 月 13 日（土）13:30

G10.11

◆眞田奈津基

合同ＩＭのため、福山ﾆｭｰｷｬｯｽﾙﾎﾃﾙ
・2 月 16 日（火）→2 月 19 日（金）19:00

チャ

リティー例会のため、福山ﾆｭｰｷｬｯｽﾙﾎﾃﾙ

＜配布物＞

先週は新年家族例会、お疲れ様でした。
橋本委員長をはじめとする親睦委員会のみな
さん、ありがとうございました。

・ロータリーの友・ガバナー月信 1 月号

＜回

副会長

覧＞

本日はクラブ協議会です。よろしくお願いし
ます。
◆岩永光司

・ハイライトよねやま

幹事

1 月 6 日の新年家族例会には多くの皆様にご

・財団室 NEWS

参加頂き、ありがとうございました。橋本委員

・ソウル国際大会について

長をはじめとする親睦活動委員会の皆様には大
●出席報告
本日出席率

変お世話になりました。
本日は，後期に向けてクラブ協議会となって

79.54％

（出席者 32 名

欠席者 12 名

出席免除者 2 名）

おります。ご協議よろしくお願い致します。
◆谷口宏樹

パスト会長

この度、長女が如水館中学に合格しました。

●委員会報告

中根さんには色々アドバイス頂きました。あ

・広報・雑誌等委員会（馬場委員長）
ロータリーの友・ガバナー月信紹介

りがとうございました。
◆平井啓博

会員

1 月 10 日に松永 CC18 番ホール 210y をホー

・国際奉仕委員会（森原委員長）

ルインワン致しました。

ソウル国際大会 5/28 呼びかけ

今年は良い年になりそうです。
◆村井祐介

●スマイル BOX

会員

12 月・年始と、例会・各行事になかなか出席
出来ず、申し訳ありませんでした。
また、眞田会長・眞田社長、室町・昭和町・
ご本宅のガレージの塗装工事ではお世話になり、

会員創業創立記念祝

ありがとうございました。
H23.1.1

武田正敏さん

武田企画

今川忠男さん

今川建築設計

橋本大輔さん

はしもと社労士事務所

S63.1.16
H24.1.1

S63.1.14

松浦宏次さん

㈱一心

岡田員宗さん

㈲岡田自動車工業
S45.1.1

また、平井社長、この度、工場の鉄骨塗装工
事の契約をいただき、ありがとうございます。
◆江草國之

会員

平成 28 年 1 月 18 日（月曜日）、諸般の事情で
早退をさせて頂きます。例会の御盛会をお祈り
します。
◆橋本慎吾

会員

昨年 12 月 16 日に、
「世界最高峰のロールスロ
イスレイス」を眞田創立会長に納車させていた
◆今川忠男

会長

先日、新年家族例会にご参加いただきました
皆様、ありがとうございます。

だきました。車に相応しいアフターサービスの
品質を磨いて参ります。人生で最高額の納車で
す。ありがとうございました。

また、やむを得ず参加できなかった皆様、明

また、新年家族例会には、70 名近い会員とご

けましておめでとうございます。今年もよろし

家族の参加をいただき、またみなさんに盛り上

くお願いします。

げていただき、大変ありがとうございました。4

本日は、輝く未来に向けて、後期よろしくお
願いします。

月の花見も部門、一丸となってがんばります。
◆下宮典子

会員

私の誕生日が今回はニューキャッスルでの新
年家族例会（1 月 6 日）と重なり、思いがけず
乾杯で祝福して戴き、最高の誕生日となりまし
た。
橋本様、原様、並びに RI の皆様方への感謝の
気持ちでスマイル致します。
◆瀬川貴夫

会員

本日所用のため、欠席いたします。申し訳ご
ざいません。
●プログラム
＜クラブ協議会＞
「後期に向けて」
※

次回例会
1 月 25 日(月)

職業奉仕委員会

眞田創立会長卓話

