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●点 鐘  今川忠男 会長 

●ソング   [君が代］［奉仕の理想］ 

●プログラム  今年度を振り返って 

今川忠男会長 

 

●会長の時間 

 

皆さん、こんにちは。 

先週のプログラムは次年度のクラブ協議会であ

りました。皆様いかがでしたでしょうか。次年度

に向けて準備に備えていただけたのではないでし

ょうか。 

また、先週６月２日に RI 第 2710 地区グループ

10・11 の新旧会長・幹事引継ぎ会がありました。

ガバナー補佐徳永パスト会長、ガバナー補佐幹事

石井さん、眞田会長エレクト、岩永幹事、橋本副

幹事、事務局湯浅さんと 7 名で出席してまいりま

した。徳永パスト会長、石井さん、におかれまし

ては 大変な一年間であり、想像超えるご苦労を

乗り越え、クラブの代表として心よりお礼と感謝

を申し上げます。また、当日は新旧の多くの皆様

がどなたが次年度の皆様かわかりやすい雰囲気で

ありましたことを報告いたします。 

さて、本日１１時３０分より理事会が開催され

ましたのでご報告致します。 

・6 月のプログラムの承認 

・5 月の予算執行状況の承認 

 

今月の月間テーマは「親睦活動月間」です。 

ロータリー親睦活動について少しお話します。 

親睦活動はエスぺラント語に関心を持つロータ

リアンが集まったことをきっかけに１９２８年に

始まりました。 

その後、１９４７年にはボートに関心のあるロ

ータリアンのグループが、自分たちの船にロータ

リーの旗を掲げ、自らをロータリアンの国際ヨッ

トグループと名乗りました。現在、最も長く活動

を行っているのが、このヨット親睦グループにな

ります。 

親睦活動の種類は、時を経るごとに増えてきま

したが、その目的は今日も変わっていません。そ

れは、親睦の下にロータリアンのつながりを築き、

趣味や職業に関連した活動を楽しむ機会を提供す

ることですといわれています。 

さて本日のプログラムは本年度を振り返ってに

なります。精一杯お話させていただきますので、

皆様どうぞ、よろしくお願いいたします。 

最後に本日にプログラムが未来輝く福山赤坂ロ

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。 

 

  

2015-2016       第９０４回例会  ２０１６年６月６日(月) 

 



●幹事報告 

＜例会変更＞ 

福山南 RC 

 ・6 月 23 日(木) → 同日 18：30～ 最終例会

のため、福山ニューキャッスルホテル 

 ・6 月 30 日(木) 定款第 6 条第 1 節により休会 

＜配布物＞ 

・ロータリーの友並びにガバナー月信 6 月号 

・薬物乱用防止ビラ配布行事のご案内 

＜回 覧＞ 

・2015-2016 年度地区大会仮登録のご案内及び出欠表 

・薬物乱用防止ビラ配布行事の出欠表 

 

●出席報告 

本日出席率 82.22％ 

（出席者 37 名 欠席者 8 名 出席免除者 1 名） 

前々回修正出席率 なし 

 

●委員会報告 

・広報雑誌等委員長（馬場委員長） 

 

●スマイル BOX 

 

◆今川忠男 会長 

この一年あっという間でありました。皆様、

一年間いろいろとありがとうございます。 

しっかりと報告させていただきますので、ど

うぞ皆様よろしくお願いします。 

◆眞田奈津基 副会長 

本日のプログラムは「今年度をふり返って」

です。今日の話を来年度に生かしていきたいと

思います。よろしくお願いします。 

◆岩永光司 幹事 

本日のプログラムは、今年度を振り返って今

川会長の卓話となっております。今年度もあと

わずかとなりました。最終までどうぞよろしく

お願い致します。 

◆麦谷恒雄 パスト会長 

探偵ミタライの事件簿を 6 月 4 日朝一番で家

内と観に行きました。福山市政 100 年を祝う映

画ですので、福山のあらゆる所、城、歴史博物

館、美術館、市役所、福寿会館、市民病院、鞆

の浦、更には稲田庵まで、楽しい映画でした。 

最後の字幕で、制作協力者に当クラブの眞田

奈津基会員、谷口会員、松浦会員の名前を確認

し、同じクラブ員として誇らしく思いました。 

先週土曜日は大学の同窓会に行き、江草先生

の話で盛り上がりました。 

◆江草國之 会員 

今治済生会病院、名誉院長が肝癌で逝去しま

した（享年 86 歳）。大先輩なので今治に行きま

した。会員は体調にお気を付けください。 

◆松浦宏次 会員 

6 月 4 日より探偵ミタライの事件簿が公開さ

れました。一心グループも出資しております。

また、ちょい役で私も少し出ておりますのでど

うぞ宜しくお願いします。 

◆吉池覚 会員 

所用により早退いたします。申し訳ございま

せん。スマイルいたします。 

◆瀬川貴夫 会員 

所用の為、欠席致します。申し訳ございませ

ん。 

 

 

●プログラム 

＜今年度を振り返って＞ 

 今川忠男 会長 

 

会員誕生記念祝 

武郷義昭さん S20.6.18 

村井祐介さん S49.6.13 

橋本慎吾さん S37.6.5 

渡辺弘子さん    6.28 



 本日は会員皆様の貴重なお時間を頂き本年度の

振り返りをいたします。 

 あっという間の一年でありました。その間、多

くの会員の皆様にご心配と、数々のご迷惑をかけ

たこと、心よりお詫び申し上げます。また、多く

の会員の皆様にご指導とご協力をいただいたこと

に心より感謝申し上げます。誠にありがとうござ

いました。 

 そして、本年度はクラブの代表としてグループ

11 のお世話をしていただきました。ガバナー補佐

徳永パスト会長、ガバナー補佐幹事石井さん、私

には想像を超える緊張感の中、１年間、誠にお疲

れさまでした。お二人のお姿が当クラブの原動力

になりました。恥をかかせまいと１年間頑張って

こられたと思っています。あらためまして、ガバ

ナー補佐徳永パスト会長、ガバナー補佐幹事石井

さんに心よりお礼と感謝申し上げます。 

 ありがとうございました。 

 

 それでは今一度、2015・2016 年度福山赤坂ロー

タリークラブ運営方針にそってご説明させていた

だきます。 

 本年度の RI テーマは「世界へのプレゼントにな

ろう」です。 

 その 1 つとして、ポリオの撲滅に力を入れてい

ました。先月の G７伊勢志摩サミットでポリオ撲

滅の目標達成を再確認がありましたように、常在

国として２国になります。パキスタンとアフガニ

スタンであります。 

 つづいて第 2710 地区東ガバナーの基本理念「ロ

ータリーの基本に戻ろう」ガバナー信条として「ロ

ータリーの原点に立ち返り、輝かしい未来の礎を

築こう」を掲げられました。 

 

 福山赤坂ロータリークラブ運営方針として「温

故知新 輝く未来を築こう」と掲げていました。

未来を輝かせるために、この一年、自問自答の毎

日、日々の事柄に追われているようでありました

が、皆様はいかがでしたでしょうか。 

 私は、一つのことが思いうかびました。それは

４つのテストの４番目に歌われています。 

 「みんなのためになるかどうか」 

このことで私は前に進めることが出来たかと思っ

ています。 

 また、地域に必要とされるクラブ、会員として

誇れるクラブを目指し、最も良く奉仕する者が最

も多く報われる。ことの実践であったように感じ

ています。 

 そして 2710 地区目標とクラブ目標についてお

話致します。 

 ４項目を報告いたします。 

１．会員増強 

 2710地区は１クラブ純増 1人以上でありまし

た。当クラブの目標は純増５名以上の目標に対

して、会員増強職業分類委員長眞田創立会長は

じめ皆様のご協力によって、本年度新入会員佐

木学さん、下宮典子さん、佐渡信基さん、渡辺

弘子さん、頓行一雄さん、野田和秀さん、岡田

員宗さん計７名をお迎えすることができました。

本年度７名の素晴らしい仲間が誕生したことは

大変喜ばしく、誇りに感じております。推薦者

の眞田創立会長、中根さん、江草さん、田中さ

ん、吉池さん、橋本副幹事、畑さん、眞田副会

長、石井さん、松浦さん、平井さん、と多くの

会員のご尽力をいただき、この場をお借りしま

したて、お礼と感謝申し上げます。ありがとう

ございます。また、退会者１名となりましたの

で 純増６名になり現在、４６名の在籍会員に

なりました。G10・G11 の中で最高の数字があが

りました。 

２．RI 会長賞への挑戦 

 RI 会長賞への挑戦ですが先程お話しした会

員増強と維持において、ほぼ達成できます。あ

りがとうございます。 

３．ロータリー財団への支援 

 ロータリー財団委員長佐藤パスト会長から皆

様へのお声かけや 100 万ドル食事などにより年

次基金、お１人 １６５ドルを達成いたしまし

た。 

 そしてマルチプル・ポール・ハリス・フェロ

ーを江草さん、ポール・ハリス・フェローを真

田副会長よりロータリー財団への大口寄付をい

ただき、心より感謝いたします。 

 ポリオプラス基金は地区目標 ３５ドル/人

以上でありました。私どものクラブはお１人２

９ドルになりました。 

 恒久基金はベネファクターについては該当者

はありませんでした 



４．米山奨学会事業への支援は地区目標と合わせ、

米山記念奨学会委員長武田パスト会長のご尽力

によりお１人 9,800 円を達成いたしました。 

 継続事業についてです。前期を振り返ってのお

話と重なりますが６点の項目になります。 

 1 つ目は ７月１３日に薬物乱用防止キャンペ

ーンが実施されました。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

加ご協力をいただき、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 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。 

 ２つ目は ８月６日に小学校ゴルフ競技会への

協力として第 9 回谷原秀人ジュニアクラシックに

お手伝いをいただきました、青少年奉仕委員長村

井さんはじめ 6 名の会員様にご参加いただきまし

た。 

 ３つ目は 8 月 7 日に東京赤坂ロータリークラ

ブの例会に本年度のご挨拶に岩永幹事と出席して

きました。夕方からの暑気払い屋形船にも参加し

てまいりました。 

 ４つ目は 11 月 16 日に第 7 回善行児童・生徒

表彰が行われました。青少年奉仕委員長村井さん、

副委員長武郷さん、奉仕プロジェクトみなさんに

は、ご尽力いただきました。次年度は２０周年の

節目の時期と重なり、充実と改善を皆様と一緒に

考えていかなければならないと感じております。 

 ５つ目は JR 備後赤坂駅前花壇の美化管理は梅

西さんの会社に依頼し実施致しました。 

 最後に６つ目の地区補助金を使った奉仕プロジ

ェクトの研究はロータリー財団委員長佐藤パスト

会長を中心に G10・G11 の勉強会などに参加いた

しました。 

 以上が継続事業の報告になります。 

 

 つづいて、新規事業として２０周年記念事業企

画・運営準備の充実は２０１５年１１月９日の例

会にて実行委員長杉原パスト会長に卓話をいただ

き、実行副委員長谷口パスト会長はじめ部会長を

中心に本日までに７回の委員会を開催し、準備を

進めていただいております。 

 つづいて、例会運営です。３点の項目がありま

す 

 1 つ目 高い出席率の維持するために創意工夫、

魅力ある卓話者の選択は、皆様いかがでしたでし

ょうか。田中出席委員長のお声かけもあり、５月

までの平均出席率は 79.45％であり、５月１６日の

例会出席率が 90％台になりました。皆様、ありが

とうございました。また、メーキャップは 14 回行

われました。今後の課題として、３点をあげます。 

 １つ目は、地区大会の例会変更の検討です。大

会場所にもよりますが本年度は当日の出席率が

40％台でありました。 

 ２つ目は、日程の例会変更です。月曜日から土

曜日の４月２日に変更しました花見例会です。出

席率は 60％台でありました。 

 ３つ目は E クラブへのメーキャップの推進です。 

 以上になります。 

 

 つづきまして同好会活動を通して楽しみながら

会員相互扶助の精神と絆を深めるについて 

 生花教室、ゴルフ同好会、野球同好会の中でも

本年度は 9月 20日に第 5 回天野杯ロータリー親睦

野球大会 初優勝出来ました。杉原 GM、西監督、

徳永キャプテンをはじめ、参加していただいたみ

なさま 優勝、本当におめでとうございます。ま

た、当日お応援に駆けつけていただいた多くの赤

坂女子の皆様には勝利の女神として感謝いたしま

す。 

 

 以上駆け足でご報告申し上げました。本年度福

山赤坂ロータリークラブの歩みを只今よりスライ

ドにてご説明申し上げます。 

 

 以上年間行事例会について報告申し上げました。 

 

 次年度の理事役員の皆様をはじめ委員長の皆様、

そして会員の皆様、次年度は眞田会長エレクト・

橋本幹事エレクトの素晴らしチームであります。

私、今川は力不足のところ多々あり、現執行部が

未来輝くクラブにするために、次期理事役員の皆

様に未来を託すことができる確信しております。 

 在任中は、至らぬことばかりで、ご心配をおか

けいたしました。これからは、未来輝くクラブに



するために、クラブのためにお役に立てるよう、

お手伝いをしてまいります。本年度皆様から、い

ただいたご支援、ご協力を 次年度も本年度以上

に真田丸にご協力とご支援をいただけますよう、

どうぞ皆様よろしくお願いいたします。 

 最後に皆様よりご指導ご助言をご協力いただけ

ましたこと心よりお礼と感謝申し上げ、本年度の

総括とさせていただきます。誠にありがとうござ

いました。 

 

 

※ 次回例会 

6 月 13 日(月)12:30～ 

 眞田奈津基 会長エレクト 

 「次年度に向けて」 

 


