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ます。ピアノの生演奏でロータリーソングを歌っ
たり、和やかなムードで明るく元気のある例会で
した。非常にフランクで、我々の例会とはまた違
った形式の例会でした。皆さんの中には、東京赤
坂ロータリークラブ様の例会を訪問された事が無

●会長の時間

い方もいらっしゃるかと思いますが、この縁を活
かして、東京出張や東京にご用事がある際には、
メークアップをして伺って頂ければ、また違った
雰囲気のロータリーを楽しんで頂けるのではない
かと思います。
東京赤坂ロータリークラブ様との姉妹縁組は佐
藤パスト会長の年度で締結致しました。その時の
東京赤阪ロータリークブの会長が尾関様でした。
尾関様は一昨年 7 月に当クラブの例会にお越しく
ださっており、その後随分長く入院されていたそ

皆さん、こんにちは。これから季節の変わり目

うですが、復帰をされて非常に元気にされており、

となります。お体には十分に気を付けて、この残

因島の話をして下さいました。このように縁を語

暑を乗り切って頂きたいと思います。

り合えると清々しい気持ちになります。10 月に東

さて、今月は会員増強・新クラブ結成推進月間

京赤坂ロータリークラブ様は３０周年を迎えられ

です。本日は画家であり、教育評論家でもある野々

ます。12 月に行われます記念式典には、忙しい時

村直通様にお越し頂いております。有難うござい

期ではありますが、是非皆さんにも縁を大事にし

ます。皆さんもご存知の通り、野々村様は開星高

て頂き、お時間がある方は一緒に出席して頂けれ

校を甲子園常連校へと導いた野球部の元監督で、

ばと思っております。宜しくお願いいたします。

橋本幹事の恩師でもあります。現在多方面にて活

福山赤坂ロータリークラブの２０周年記念式典

躍中で、今週もテレビ出演されるとお聞きしてい

を迎えるまでに、9 月 12 日にガバナー補佐訪問、

ます。是非、皆さん出演番組をご覧になってくだ

10 月 3 日にガバナー公式訪問、この２つの行事が

さい。また、プログラムを担当してくれた会員増

開催されます。役員理事の方だけでなく、会員の

強委員会の石井委員長、有難うございました。

皆様におかれましても、ガバナー補佐訪問、ガバ

先週の金曜日は、姉妹クラブである東京赤坂ロ
ータリークラブ様の例会へ、私、橋本幹事、谷口

ナー公式訪問につきましては、多くの参加をお願
いいたします。

パスト会長、吉元奉仕プロジェクト部門理事の４

それでは、これから野々村様の卓話です。私も

名でお伺いしてきました。岩上会長様が今年度の

楽しみにしております。必ず皆さんの役に立つお

スローガンとして「未来に向かって、みんなで一

話しが聞けると思います。本日もどうぞ宜しくお

歩前に進もう」というスローガンを立てられてい

願いいたします。

●幹事報告

●スマイル BOX

＜例会変更＞
福山南 RC
・9 月 2 日(木)

→

同日 18：30～

会員入会記念祝

先達を敬う

会夜間例会のため、福山ニューキャッスルホテ

・9 月 22 日(木)

法定休日のため休会

松永 RC
・9 月 5 日(月)

→

9 月 4 日(日)7:00～

清掃

奉仕のため、さくら公園・藤棚周辺
・9 月 12 日(月) → 9 月 18 日(日)8:30～

貢さん

H14.8.6

武郷義昭さん

H18.8.6

西

H18.8.6

佐藤

ル

ゲタ

リンピック参加(バザー・募金活動・広報)のた

浩二さん

眞田奈津基さん

H22.8.10

田中ひとみさん

H24.8.21

松浦宏次さん

H26.8.4

河村博文さん

H26.8.4

め、松永駅南口周辺
・9 月 19 日(月) → 法定休日のため休会

◆眞田奈津基

丸之内 RC
・9 月 26 日(月)

→

9 月 24 日(土)16:00～

本日のプログラムは野々村様による卓話で

創

立 20 周年記念式典及び祝賀会のため、福山ニ

す。野々村様よろしくお願いいたします。
◆岩永光司

ューキャッスルホテル

副会長

本日のプログラム

・9 月 19 日(月) → 法定休日のため休会

野々村直通先生のお話

し楽しみにしております。どうぞよろしくお願

福山 RC
・9 月 26 日(月) → 同日 18：00～

観月夜間例

いいたします。
◆橋本慎吾

会のため、ふなまちベイホール

幹事

本日の卓話、野々村先生、遠方よりお越し頂

・9 月 19 日(月) → 法定休日のため休会

きありがとうございます。

福山西 RC

短い時間ですみません。宜しくお願いいたし

・9 月 6 日(火) → 9 月 11 日(日)10:00～資源回

ます。

収行事のため、福山鉄工センター
・9 月 20 日(火) → 同日 19:00～

昨日、福山ローズファイターズが公式戦初勝

クラブフォー

ラムのため、福山ニューキャッスルホテル

セ

利でベスト４に進出しました。
今後も皆様のご支援を宜しくお願いします。

ラヴィ

＜配布物＞

◆徳永雅俊

覧＞

パスト会長

野々村監督、本日はようこそお越し下さいま

・ゲルト卓話野々村様プロフィール

＜回

会長

した。
本日の卓話よろしくお願いいたします。

・地区大会出欠表
・「ロータリー財団 100 周年記念」G10・11 合同親睦

◆江草國之

会員

８月２３日（火）１９：００～

ゴルフ大会出欠表

宮崎博リサ

・ハイライトよねやま 197 号

イタル（リーデンローズ）をご希望、ご支援頂

・財団室ニュース 8 月号

いてありがとうございます。
私が主催ではないので花等はご容赦くださ

・東京赤坂 RC 8/19 週報

い。
●出席報告
本日出席率

席は自由でございます。
世界に輝け宮崎兄弟を支援する会

75.00％

（出席者 33 名

欠席者 11 名

前々回修正出席率

なし

出席免除者 2 名）

◆畑

弓子

会員

所用の為早退いたします。

●プログラム
＜ゲスト卓話＞
野々村

直通

様

「甲子園常連校に導いた、選手増強法」

※

次回例会
8 月 29 日(月)12:30～
創立 20 周年事前協議

