
  

 

Rotary Serving Humanity 

2016-17 国際RI 会長 

ジョン F．ジャーム氏 

 

 
福山赤坂ロータリークラブ週報 

会 長 眞田奈津基 

幹  事 橋本慎吾 

会 計 麦谷恒雄 

副会長 岩永光司 

副幹事 西川和吉 

ＳＡＡ 松浦宏次 

例会場 / 事務局 福山市赤坂町赤坂 1276一心ビル 3F 

 TEL(084)920-4141 FAX(084)920-4140  

 E-mail  fa-rc@aurora.ocn.ne.jp 

 
 

 

●点 鐘  眞田奈津基 会長 

●ソング   [我等の生業］ 

●ゲスト  国際ロータリー第 2710 地区 G11 

ガバナー補佐 竹中雅彦様 

ガバナー補佐幹事 塩川裕樹様 

赤坂学区自治会連合会 

会長 宮重透様 

●プログラム  ガバナー補佐訪問 

      クラブ協議会 

 

●会長の時間 

 

先程、無事に創立 20 周年記念事業の記念品贈呈

式を開催させて頂きました。宮重赤坂学区自治会

連合会会長、本当にご多忙の中ご臨席賜り有難う

ございました。また、今回の記念事業の推進につ

きましてご尽力くださいました、杉原実行委員長、

谷口副実行委員長、徳永記念事業実行委員長、誠

に有難うございました。当クラブの拠点地域でも

ございます赤坂町の安心・安全な街づくりのため

に、我々が微力ながらも貢献できる事は、とても

誇らしい事だと思います。今後も地域の皆様と力

を合わせながら、赤坂学区を盛り上げていきたい

と思っておりますので、どうぞ宜しくお願いいた

します。 

本日は、国際ロータリー第 2710 地区・グループ

11 ガバナー補佐竹中様、ガバナー補佐幹事塩川様

にお越し頂いております。有難うございます。本

日のプログラムとクラブ協議会では、本年度のＲ

Ｉの方針、そして田原ガバナーの方針等を踏まえ

つつ、課題や我々の今後の方向性について、いろ

いろとアドバイスを頂ければと思います。宜しく

お願いいたします。 

また、先週の土曜日には、徳永パストガバナー

補佐、石井パストガバナー補佐幹事のための慰労

コンペを開催いたしました。私も参加させて頂き

ましたが、昨年度、福山赤坂ロータリークラブの

代表として頑張っていただきましたお二人にふさ

わしく、和やかで楽しいコンペだったのではない

かと思っております。そして、大勢の方に参加し

て頂いた事も昨年度の一つの代表的な場面になっ

たのではないかと思います。 

広島市民球団のカープが先日、優勝しましたが、

ベテランと若手の融合も一つの勝因ではないかと

思います。徳永パストガバナー補佐におかれまし

ては、多くの福山赤坂ロータリークラブのチャー

ターメンバーのアドバイスや助言を活かして、任

務をこなして下さったからこそ、この福山赤坂ロ

ータリークラブも無事に２０周年を迎えることが

出来るのではないかと思います。我々もカープに

負けない気持ちで、そのような知識や経験、若い

エネルギーやがむしゃらさ等を上手く組合せなが

ら、次の１０年に向かっていきたいと切望いたし

ております。 

 本日は、１５時１０分までと長時間になりま

すが、本日も最後まで宜しくお願いいたします。 

 

  

 

 



●贈呈式 

＜創立 20 周年記念事業贈呈式＞ 

 

 

●幹事報告 

＜例会変更＞ 

府中 RC 

 ・9 月 26 日(月) 観月例会のため、同楽縁 

 ・10 月 31 日(月) → 10 月 30 日(日) 地区開会

のため、広島国際会議場 

 ・9 月 19 日(月) 法定休日のため休会 

 ・10 月 10 日(月) 法定休日のため休会 

丸之内 RC 

 ・10 月 10 日(月) 法定休日のため休会 

 ・10 月 31 日(月) 定款第 6 条第 1 節による休会 

＜配布物＞ 

 なし 

＜回 覧＞ 

・11/3 G10・11 親睦ゴルフ大会ご案内及び出欠表 

・9/26 観月夜間例会出欠表 

・10/3 ガバナー公式訪問出欠表 

・10/8 創立 20 周年記念式典出欠表 

・11/12 第 5 回福山赤坂ロータリークラブ「眞田会長

杯」ゴルフコンペ出欠表 

・10/30 地区大会交通手段問合せ表 

 

 

●出席報告 

本日出席率 88.89％ 

（出席者 40 名 欠席者 5 名 出席免除者 2 名） 

前々回修正出席率 なし 

 

 

 

 

●スマイル BOX 

 

◆眞田奈津基 会長 

  本日は竹中ガバナー補佐、塩川補佐幹事、お

越し頂きありがとうございます。 

  卓話、協議会ともによろしくお願いいたしま

す。 

  また、今日、赤坂町への祈念事業を無事に執

り行うことが出来ました。 

  杉原実行委員長、徳永記念事業委員長ありが

とうございました。 

  本日の例会、クラブ協議会と長丁場になりま

すが、みなさんどうぞよろしくお願い致します。 

◆岩永光司 副会長 

  赤坂学区実会連合会、宮重透様ようこそお越

し下さいました。共にこの地区に貢献できれば

と思っております。 

  また、本日のクラブ協議会、ガバナー補佐竹

中雅彦様、ガバナー補佐幹事塩川祐樹様どうぞ

よろしくお願い致します。 

◆橋本慎吾 幹事 

  竹中ガバナー補佐、塩川ガバナー補佐幹事、

ご多忙の中例会にお越し頂きありがとうござ

います。卓話に続き、クラブ協議会、何卒よろ

しくお願い申し上げます。 

◆神原一省 パスト会長 

  ９月１０日（土）の徳永ガバナー補佐、石井

ガバナー補佐幹事お疲れさまゴルフ大会で４

位になりました。毎回優勝のスピーチを用意し

て望むのですが、今回もまた空振りでした。 

  賞品は血圧計を頂きました。早速今朝、計っ

たら１３０と７８で正常範囲でした。 

  安心してまた、ゴルフが出来そうです。 

  徳永ガバナー補佐、石井ガバナー補佐幹事、

会員結婚記念祝 

麦谷恒雄さん S48.9.24 

岩永光司さん H4.9.13 

石井宏和さん H23.9.25 

吉元友浩さん H17.9.19 



お二人から結構な記念品を頂きありがとうご

ざいました。 

◆武田正敏 パスト会長 

  先日の前ガバナー補佐、補佐幹事慰労ゴルフ

会において５位と、又素晴らしい賞品を頂きま

した。大穴馬券が当った気持ちで盆と正月が一

度に来た気分です。感謝。 

◆谷口宏樹 パスト会長 

  竹中ガバナー補佐様、塩川ガバナー補佐幹事

様ようこそおいでいただきました。 

  本日はよろしくお願いします。 

  又、９月１０日に行われたゴルフコンペに参

加された皆様お疲れさまでした。 

  特に平井幹事、設営ありがとうございました。 

◆今井忠男 パスト会長 

  ガバナー補佐、竹中雅彦様、補佐幹事、塩川

裕様ようこそお越し下さいました。 

  本日はどうぞよろしくお願い致します。 

  先日第４回ゴルフ同好会、ライトの景品を頂

きお世話頂いた幹事の平井さんに感謝です。 

  また、昨日母校の高校の同窓会にて記念講演

をさせて頂き名誉と皆様に感謝いたします。 

◆桑田真由美 会員 

  先日のゴルフ同好会コンペに参加し楽しく

ラウンドさせて頂きました。参加賞、レディー

ス優勝で素敵な商品頂きありがとうございま

す。平井幹事ご苦労様でした。 

◆馬場正人 会員 

  徳永さん、石井さんお疲れ様ゴルフコンペに

参加させて頂きました。 

  １０位で商品を頂きました。ありがとうござ

いました。 

  次回からは、私がゴルフ同好会の幹事をする

事になりました。 

  皆様奮ってご参加下さい。 

◆渡辺弘子 会員 

  先日のゴルフコンペに初参加させて頂きま

した。 

  徳永さん、石井さんお疲れさまでした。 

  メンバーに恵まれ楽しいゴルフをさせてい

ただきありがとうございました。 

  又、二次会にてご利用いただきありがとうご

ざいました。 

  今後もよろしくお願い致します。 

◆松浦宏次 会員 

  ９月１０日の行われてたゴルフコンペお疲

れさまでした。 

  設営をされた平井幹事ありがとうございま

した。 

  私も素晴らしい賞品をいくつかいただき、あ

りがとうございました。 

◆吉池 覚 会員 

  諸用にて早退させていただきます。 

  申し訳ございません。スマイルいたします。 

◆瀬川貴夫 会員 

  所用のため早退します。申し訳ございません。 

◆森原久美子 会員 

  あいにく都合で例会に参加できず申し訳ご

ざいません。スマイルさせて頂きます。 

 

●プログラム 

＜クラブ協議会＞ 

１ 職業奉仕の実践強化について 

２ 元気なクラブづくりのための戦略計画と会

員維持・会員強化について 

３ がん予防の取組について 

４ ポリオ撲滅を含むロータリー財団 100 周年

記念事業の遂行について 

 

 

 

※ 次回例会 

法定休日のため休会 

 ※ 次々回例会 

9 月 26 日(月)18:00～ 福山ニューキャッ

スルホテル 

  観月夜間例会 

 


