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会長

[君が代］［奉仕の理想］
理事・役員・委員長就任挨拶

Rotary Serving Humanity

2016-17 国際 RI 会長
ジョン F．ジャーム氏

してご審議をいただきまして、無事可決させて頂
いておりますので皆様にご報告させて頂きます。
その中で７月１１日に薬物乱用防止キャンペー
ン、これは継続事業でスタートしますが、こちら

●会長の時間

はメイクアップできるということで理事会に通さ
せて頂きました。朝早いですが是非みなさん参加
していただければと思います。
それから、前年度でも発表させていただきまし
たけれども、改めて今回の RI テーマ「Rotary
Serving Humanity」というテーマのもとで１年間
がスタートします。
その中で、私としては、
「なくてはならないロー
タリー」と掲げさせて頂きまして、この２０周年
という大きな節目の年にわれわれ福山赤坂ロータ

みなさんこんにちは。

リーがさらにこの地域にとって必要不可欠な存在

いよいよ 2016-2017 年度がスタートしました。

として、この町に根付くということを、本年度大

本年度、会長という大役を務めさせていただきま
す。１年間よろしくお願いいたします。

きく掲げていきたいと思います。
その中で、１０月８日には、２０周年記念式典

先週、一番最初の会長の仕事ですが、７月１日

ということで、杉原実行委員長のもと、関係各位

ですが、福山市１００周年の記念式典に参加して

の皆さんを招き、式典を開催させていただこうと

参りました。約２０００名近い人が集まりました。

思っております。既に各部会で実行委員会が開催

その中で福山の、今までの歴史と、これからの

されていますけれども、どうか福山赤坂らしさと

郷土の町づくりと、さらに発展、安心安全を邁進

いうことを、しっかり PR できる場としたいと思

するということで、この意思をこれからも引き継

っています。

いでいただきたいという趣旨の話がございました。

以上申し上げまし たけ れども、特にグル ープ

みなさんご存じのとおり福山市というのは、町、

10・11 の中でも、福山赤坂は元気だと言う声を聴

村が大きく合併し、合併の歴史を重ねて４７万人

いていますが、その元気がカラ元気ではなく、本

の人口ということでございますけれども、１００

当にみなさんに、あっ凄いなという驚きや感動を

周年を期にさらに厳しくなるこの福山の町の魅力

持っていただけるような、そういう１年にしてい

を発信していきたいとおっしゃられていました。

きたいというふうに思っております。どうか１人

われわれのふるさとの町を感じて頂ければとご報

ひとりのお力添えとご協力なくしては達成できな

告させて頂きます。

いと思いますのでどうかよろしくお願いいたしま

本年度、第一回目の理事会が開催されました。
2015-2016 の決算、2016-2017 の予算等につきま

す。

本日は 2016-2017 年度理事、役員、委員長の挨
拶ということで、プログラムを開催させて頂いて
います。

スルホテル
福山西 RC
・7 月 12 日 (火)

本当に、理事、役員、委員長さんには１年多大

7 月 14 日 (木)19:00～

福山東 RC・福山西 RC 合同夜間例会のため、福

なるご支援をいただきますが、良いか悪いかはさ
ておき、受けて頂いた以上、ここでよし頑張ろう

→

山ニューキャッスルホテル
・7 月 26 日 (火)

→

同日 19:00～

クラブフ

と、一緒になってこの１年盛り上げていきたいと

ォーラムのため、福山ニューキャッスルホテル

思っております。

セラヴィ

今年度始まったばかりですが、１年間皆さんに、
ご支援をしっかりお願いしまして会長の時間を閉

福山東 RC
・7 月 13 日(水)

じさせて頂きます。ありがとうございました。

→

7 月 14 日(木)18：30～

福

山西 RC・福山東 RC 合同夜間例会のため、福山
ニューキャッスルホテル
・8 月 3 日(水)

●お礼

→

同日 18：30～

創立記念夜

間例会のため、福山ニューキャッスルホテル

＜配布物＞

＜クラブより直前会長・幹事へのお礼＞

・会員証
・会費納入のご案内
・予納金明細
・松永 RC50 周年記念誌
・ロータリーの友並びにガバナー月信 5 月号
・納涼夜間家族例会のご案内
・プログラム
・理事役員委員会構成表
・クラブ運営方針

＜回

＜直前会長・幹事よりクラブへのお礼＞

覧＞

・納涼夜間家族例会出欠表
・福山赤坂 RC ゴルフコンペの出欠表

●出席報告
本日出席率

91.11％

（出席者 41 名

欠席者 4 名

前々回修正出席率

出席免除者 1 名）

なし

●幹事報告

●委員会報告

＜例会変更＞

・社会奉仕委員会（西委員長）
薬物乱用防止キャンペーンについて

鞆の浦 RC
・7 月 12 日(火)

→

7 月 9 日(土)18：30～

府

中ＲＣとの合同親睦例会(お手火神事見学)の
ため、季節料理 衣笠

納涼家族夜間例会の案内
・広報雑誌等委員会（桑田委員長）

福山南 RC
・7 月 7 日(木)
年度

・親睦委員会（東森委員長）

→

同日 18：30～

2016－17

第一夜間例会のため、福山ニューキャッ

ロータリーの友紹介

●スマイル BOX

◆西川和吉

会員

クラブ管理運営部門を担当いたします。出席
しやすい例会運営を心がけますのでご協力お願
いいたします。
会員誕生記念祝
佐木

学さん

◆江草國之

会員

Fours Seasons・宝町、中国労働衛生局・理事

S30.7.1

長(前・尾道市民病院)一家を７/３日接待しまし
パートナー誕生記念祝

た。眞田惣行会長さまからお酒のプレゼントあ
りがとうございます。

武田正敏 令夫人 成子様

7/2

梅西啓二 令夫人 澄子様

7/18

シカゴ・ロータリークラブにメイクアップ時

谷口宏樹 令夫人 真美様

7/26

に Fours Seasons ホテルに当泊。現在運営の｛肝

山本秀樹 令夫人 裕子様

7/23

臓勉強会｝がクラブ、私には縁起の良いネーミ

松浦宏次 令夫人 真美様

7/13

ングキーワードです。

瀬川貴夫 令夫人 由美様

7/4

清水朗弘 令夫人 麗子様

7/2

下宮典子 御夫君 利明様

7/27

岡田員宗 令夫人 レニ様

7/11

配布したレジメは B 型肝炎についての現在の
知見。お目どうし下さい。
◆眞田惣行

創立会長

宝町のオフィス 3F に２８番目の引っ越しを
しました。お暇があればお寄りください。
急用で早退します。
◆吉池覚

◆眞田奈津基

会長

いよいよ 2016-2017 年度がスタートいたしま

本日，所要により早退いたします。申し訳ご
ざいません。スマイルします。

した。創立２０周年という記念すべき１年です。
みなさん、どうぞよろしくお願いいたします。
◆岩永光司

副会長

新年度の始まりです。昨年度の経験を踏まえ
て微力ながらクラブに貢献できるよう頑張りた

●プログラム
＜理事・役員・委員長就任挨拶＞
眞田奈津基

会長

いと思います。１年間どうぞよろしくお願いい
たします。
◆橋本慎吾

幹事

本年度，幹事として「力の限り」汗をかきま
す。１年間よろしくお願いいたします。
◆今川忠男

パスト会長

昨年度は会員の皆様にはたいへんお世話にな
りありがとうございました。また最終例会に多
くの会員の皆様にご参加いただき心よりお礼申
し上げます。
そして、眞田創立会長はじめ、歴代のパスト
会長の皆様に記念のバッチをいただき、感謝と
会員として誇りと責任を感じています。
本年度は監査として、クラブのためにお役に
たてることに感謝いたします。
また、クラブから記念品、皆様ありがとうご
ざいます。

岩永光司

副会長

杉原康生

20 周年実行委員長

西

浩二

谷口宏樹

会員選考委員長

中根基博

青少年奉仕委員長

徳永雅俊

ロータリー情報委員長

畑

国際奉仕委員長

石井宏和

会員増強職業分類委員長

佐藤

吉元友浩

職業奉仕委員長

武田正敏

弓子

貢

社会奉仕委員長

ロータリー財団委員長

米山奨学会委員長

西川和吉

桑田真由美

佐木

学

プログラム委員長

広報・雑誌等委員長

出席委員長

東森由倫

親睦活動委員長

松浦宏次

ＳＡＡ委員長

麦谷恒雄

会計

今川忠男

会計監査

橋本慎吾

幹事

※

次回例会
7 月 11 日(月)12:30～

決算・予算報告

