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●点 鐘  眞田奈津基 会長 

●ソング   [君が代］［奉仕の理想］ 

●唱 和  「ロータリアンの行動規範」 

●ゲスト  国際ロータリー第 2710 地区 

ガバナー     田原榮一様 

ガバナー随行幹事 橋本 満様 

ガバナー補佐   竹中雅彦様 

ガバナー補佐幹事 塩川裕樹様 

●プログラム  ガバナー公式訪問 

 

●会長の時間 

 

 皆さん、こんにちは。９月も終わり、秋の訪

れを感じる事も多くなってきました。本日は、国

際ロータリー第 2710 地区ガバナー田原様、ガバナ

ー随行幹事橋本様、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。よう

こそ、お越し頂きました。有難うございます。本

日のプログラムでは、田原ガバナーより卓話をし

て頂くことになっております。どうぞ宜しくお願

いいたします。 

先週の９月２６日（月）に開催した観月夜間例

会では、皆さんと一緒に楽しい時間を過ごさせて

頂きました。東森委員長を始めとする親睦委員会

の皆様、本当に有難うございました。毎年、観月

例会では藤原名誉会員より卓話を頂いております。

そのような機会に触れ合いながら、我々の親睦を

深めるのもなかなか粋に感じます。これからも福

山赤坂ロータリークラブらしい設営をし、親睦を

深めていけていけたらと思います。 

本日１１時より理事会を開催させて頂きました。

予算実行状況の承認、プログラム変更の承認を頂

きました。有難うございました。また、今週は、

特にロータリー活動が多い週になるかと思います。

いよいよ１０月８日（土）は、福山赤坂ロータリ

ークラブ創立２０周年記念式典・祝宴会が行われ

ます。各部会で最終確認をして頂いているところ

かと思います。地域の皆様、あるいは家族、職場

の多くの皆様に支えられての創立２０周年である

という感謝の気持ちを込めながら、当日を迎えた

いと思っています。前回の創立１５周年について

は、東日本大震災が発生した年だったこともあり、

昔の歴史を掘り下げながらの創立２０周年の準備

になっているかと思います。是非、一人一人、２

０周年の軌跡を振り返る良い機会だと思って頂き、

１０月８日（土）の創立２０周年記念式典・祝宴

会の最終段階の準備をして頂ければと思います。

当日は、多くのご来賓、設立当時の親クラブﾊﾟｽﾄ

会長の方々もお招きする予定となっています。創

立２０周年を機に今後への思いをはせながら、皆

さんと協力し、最後の準備を進めていきたいと思

います。本日は例会終了後、公式フォーラムが開

催されます。今年度のガバナーの思い、方針につ

いて、より詳しく、生の声を聞ける機会となって

おりますので、楽しみにして頂ければと思います。

本日も一日、宜しくお願いいたします。 

  

 

 



●幹事報告 

＜例会変更＞ 

福山東ＲＣ 

 ・10 月 26 日（水）→10 月 22 日（土）社会奉仕

委員会事業のため、神石高原ティアガルテン内

ピースウィンズ・ジャパン災害介助犬訓練セン

ター 

鞆の浦ＲＣ 

 ・11 月 1 日(火) → 10 月 30 日(日)9：00～ 地

区大会のため、広島国際会議場 

福山ＲＣ 

 ・10 月 3 日(月) → 10 月 1 日(土)・2 日(日) 

ＲＹＬＡ開催のため、ツネイシしまなみビレッ

ジ 

 ・10 月 10 日(月) 法定休日のため休会 

 ・10 月 24 日(月) → 同日 12：30～ 職場例会

のため、エーガル８シネマズ（フジグラン神辺

内） 

 ・10 月 31 日(月)  定款第６条第 1 節により休

会 

府中ＲＣ 

 ・10 月 31 日(月) → 10 月 30 日(日) 地区大会

のため、広島国際会議場 

 ・10 月 10 日(月) 法定休日のため休会 

＜配布物＞ 

・ロータリーの友並びにガバナー月信 10 月号 

・ロータリー米山豆辞典 

・活動計画書改訂版 

＜回 覧＞ 

・財団室ニュース 10 月号 

・地区大会行程アンケート 

 

 

●出席報告 

本日出席率 91.49％ 

（出席者 43 名 欠席者 4 名 出席免除者 2 名） 

前々回修正出席率 なし 

 

●委員会報告 

・広報雑誌等委員会（桑田委員長） 

  ロータリーの友紹介 

 

●スマイル BOX 

 

◆眞田奈津基 会長 

本日は田原ガバナー、橋本地区代表幹事、竹中

ｶガバナー補佐、塩川補佐幹事、ようこそお越し

下さいました。長い時間になりますがどうぞよろ

しくお願いします。 

また、先日の夜間例会では楽しいひと時を過ご

せました。 

東森委員長始めとする親睦委員会の皆様あり

がとうございました。 

◆岩永光司 副会長 

２７１０地区ガバナー田原様、ガバナー随行幹

事橋本様、ガバナー補佐竹中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。 

◆橋本慎吾 幹事 

国際ロータリー第２７１０地区ガバナー田原

栄一様、ガバナー随行幹事橋本満様、ガバナー補

佐竹中雅彦様、ガバナー補佐幹事塩川裕樹様、福

山赤坂ロータリークラブにお越しいただき誠に

ありがとうございます。 

例会、フォーラムと何卒宜しくお願い致します。 

◆中根基博 会員 

１０月１、２日の両日に RYLA に参加させて

いただきました。 

内容は、スポーツ雪合戦とパワーアップセミナ

会員誕生記念祝 

谷口宏樹さん S40.10.24 

岩永光司さん S39.10.1 

桑田真由美さん S37.10.2 

吉元友浩さん S47.10.2 

清水朗弘さん S46.10.8 

佐渡伸基さん S31.10.11 

岡田員宗さん S48.10.24 

坂本真実さん S56.10.8 

パートナー誕生記念祝 

武郷義昭 令夫人 美子様 10.9 



ーでのペップトークでした。当初、スポーツ

RYLA ということでイメージできませんでした

が体験したところ、とても有意義な充実した内容

でした。有難うございました。 

◆吉本友浩 会員 

先日の月見夜間例会では、東森委員長を始めと

する親睦活動委員会の皆様お疲れ様でした。アト

ラクションの中での俳句大会では、並みいる文豪

を押さえ、私の句が優秀賞となり、西川幹事より

賞をいただきましたので、スマイルします。 

また、先般の野球大会では大雨の中大変お疲れ

様でした。負けている最終回の先頭打者で出させ

て頂き、カープの田中選手の様な俊足さで盗塁を

試み、カープの菊池選手の様なファイトあふれる

ヘッドスライディングをしてしまいましたが、奮

闘むなしくアウトとなりました。その後のチーム

に勢いをつけたのでスマイルします。 

◆佐々木翔陽 新会員 

先週、新しく入会させていただきました佐々木

です。よろしくお願いいたします。 

 

 

●プログラム 

＜卓話＞ 

田原栄一 ガバナー 

 

＜ガバナー公式訪問＞ 

 

 

 

 

 

※ 次回例会 

10 月 10 日(月)法定休日のため休会 

10月 17日(月)定款第 6条第 1節により休会 

10 月 24 日(月)米山について 

 


