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ました。プログラムの件、予算の実行状況等の件
につきまして、承認を頂きました。そして、１０
月８日（土）の２０周年の記念式典開催をうけ、

肇

様

定款第６条第１節による１０月１７日（月）の休

吉川純弘

様

会が決定いたしました事を報告させて頂きます。

クラブ協議会

また、皆様へお願いなのですが、来たる１１月
２７日（日）にロータリー財団１００周年記念シ

●会長の時間

ンポジウムが開催されます。それに伴い田原ガバ
ナーより、公共イメージ向上協力金として一人２
５０円以上のご協力のお願いを頂きました。この
件につきまして、本日の理事会で一人ひとり協力
をしようということで承認を頂きました。予納金
から一人２５０円のご協力を頂くことになります
ので、どうかご理解とご了承の程、宜しくお願い
いたします。
次に創立２０周年記念式典の会員登録について
ですが、皆様全員の登録をお願いしたいと思いま

皆さん、こんにちは。昨日から台風が近づいて

すので、どうか宜しくお願いいたします。

いることもあり、やきもきしながら天気を気にし

また、先程、坂本真実会員の入会式が無事終わ

ていましたが、台風の経路も逸れ、このように皆

りました。私も、以前より存じ上げておりますが、

さんとお会いする事ができ、感謝しております。

非常に活発で行動力のある方です。この行動力を

本日は、ビジターとして、福山ロータリークラ

ロータリーに活かしてもらうべく、坂本会員にも

ブ RYLA 実行委員長天野肇様と吉川純弘様にお越

一生懸命頑張って頂きたいと思います。宜しくお

し頂いております。本当に有難うございます。

願いいたします。

RYLA につきましては、前桑田青少年奉仕委員長

本日のプログラムは「ガバナー補佐を迎えるに

からの報告等により、会員の皆さんにはご理解頂

あたって」です。この後、クラブ協議会を開催さ

いていることと思います。今回は先程のご案内の

せて頂きます。ガバナー補佐訪問時の協議事項は、

通り、ホストクラブが福山ロータリークラブ様、

⑴職業奉仕の実践強化について⑵元気なクラブづ

コホストクラブとして福山丸之内ロータリークラ

くりのための戦略計画と会員維持・会員強化につ

ブ様、福山 REC2710 クラブ様の主管の元で開催

いて⑶がん予防の取り組みについて⑷ポリオ撲滅

されます。当クラブからは中根青少年奉仕委員長

を含むロータリー財団１００周年記念事業の遂行

が参加致しますので、また、報告の時間を設けた

について、と４点あります。ガバナー公式訪問時

いと思っております。宜しくお願いいたします。

のフォーラムでは、以上の４点と規定審議会の件

さて、本日１１時３０分より理事会が開催され

につきましても、お話があるかと思います。年度

当初の会長の時間にも話をさせて頂いております
が、規定審議会の決定事項に伴うクラブ細則の変
更を行わなければなりません。その件につきまし
て、まずはもう一度、規定審議会について皆様に

●お祝い
＜新店舗オープン＞
東森由倫会員

焼肉酒場シーサードラゴン

報告をさせて頂き、クラブ細則の変更に伴う内容
についても皆様にご意見を伺いながら進めさせて
頂きたいと思っております。クラブ細則等の変更
につきましては、総会開催時にさせて頂きたいと
思っております。
その様な事を含めて、クラブ創立２０周年を機
に「温故知新」という言葉がキーワードになって
きております。まずは、１０月８日に開催されま
す創立２０周年の記念式典・記念事業を無事に終
える事がクラブにとって一番大事な事となります。
先週、２０周年記念行事に向けてのクラブ協議会
がありましたが、精査して頂きまして、１０月８
日を万全で迎える事ができるよう、皆様にお願い
をいたしまして、会長の時間とさせて頂きます。
本日も一日宜しくお願いいたします。

●入会式
新入会員

坂本

真実

様

職業分類

紳士服・婦人服販売

推 薦 者

石井宏和会員
渡辺弘子会員

●ビジターご挨拶
＜ＲＹＬＡの案内とお願い＞
福山ＲＣ

ＲＹＬＡ実行委員会
天野

肇

様

吉川純弘

様

●幹事報告
＜例会変更＞
鞆の浦 RC
・9 月 6 日(火) → 同日 12：30～
鴎風亭の都合により、景勝館
・9 月 20 日(火) → 同日 18:30～

例会場ホテル
漣亭
月見夜間例会

のため、鞆福祉センター２Ｆ

＜配布物＞
・9/26 観月夜間例会のご案内
・新入会員推薦のお知らせ 2 名
・活動計画書
・ロータリーの友並びにガバナー月信 9 月号
・ＲＹＬＡ資料

＜回

覧＞

げます。

・9/5 ガバナー補佐参加のクラブ協議会出欠表

また、本日晴れて会員となりました坂本さん、

・10/3 ガバナー公式帆門出欠表

赤坂ロータリーでの活躍を祈念いたしており

・10/8 創立 20 周年記念式典出欠表

ます。どうぞよろしくお願いします。

・11/3 G10・11 合同親睦ゴルフ大会の出欠表
・11/12 第 5 回福山赤坂ロータリークラブ「眞田会長

本日のプログラムはガバナー補佐を迎える
にあたってです。よろしくお願いします。
◆岩永光司

杯」ゴルフコンペ出欠表

福山ロータリークラブ、天野肇パストガバナ

・地区大会交通手段問合せ表
・ロータリー財団 100 周年記念シンポジウム公共イ

ー、吉川純弘様ようこそお越し下さいました。
どうぞごゆっくりされていって下さい。

メージ向上協力金のお願い

◆石井宏和
●出席報告
本日出席率

副会長

委員長

坂本さん入会おめでとうございます。
早く慣れていけるように，皆さまよろしくお

86.36％

（出席者 38 名

欠席者 6 名

前々回修正出席率

出席免除者 3 名）

77.27%

願いします。
◆橋本慎吾

幹事

本日の例会に天野パストガバナー、吉川様よ
うこそお越しいただき、誠にありがとうござい

●委員会報告

ます。

・親睦委員会

新入会員の坂本さん、ご入会ありがとうござ

観月夜間例会の案内

います。そしておめでとうございます。

・広報雑誌等委員会（桑田委員長）
ロータリーの友紹介

クラブを共に盛り上げて参りましょう。
本日のプログラムクラブ協議会ガバナー補
佐を迎えるにあたって、みなさまご協力よろし
くお願いします。

●スマイル BOX

◆江草國之

会員

鈴木章ノーベル化学賞受賞啓発講演を小田
琢三先生の顕彰医祈念に併せておこないます。
講演会と親睦会にはふるってご参加下さい。

会員誕生記念祝

◆桑田真由美

会員

眞田惣行さん

S21.9.6

畑

弓子さん

S30.9.11

シリーズのキーケースを作らせて頂きました。

東森由倫さん

S51.9.27

このようなお仕事ができるのもロータリーの

江草國之さん

S15.9.4

ご縁と感謝し、スマイルさせて頂きます。

松浦宏次さん

S43.9.11

瀬川貴夫さん

S57.9.6

このたび西浩二委員長のご配慮で BMW７

ありがとうございました。
◆吉池

寛

会員

本日は所用のため早退します。申し訳ござい

パートナー誕生記念祝

ません。スマイル致します。
今川忠男 令夫人 和江様

◆眞田奈津基

9/15

会長

本日は、福山ロータリークラブ天野様、吉川
様、ようこそお越し下さいました。感謝申し上

●プログラム
＜クラブ協議会＞
ガバナー補佐をむかえるにあたって

※

次回例会
9 月 12 日(月)12:30～
ガバナー補佐訪問

