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には新年家族夜間例会があります。どうぞ宜し

●ソング

G11 ガバナー補佐

Rotary Serving Humanity

城之内重信

本日は、国際ロータリー第 2710 地区Ｇ11 ガ
バナー補佐 竹中雅彦様、福山西ロータリークラ

様

年次総会

●会長の時間

ブ IM 実行委員長

城之内重信様にお越しいた

だきました。来年３月４日（土）にはＧ10・11
合同 IM が開催されます。近年入会された方の
中には、まだ IM に参加した事のない方もいら
っしゃるかと思いますが、「IM」とは何かを知
るためにも、是非参加して勉強していただけれ
ばと思います。今回は、田原ガバナー信条と地
区運営方針の重点分野「疾病予防と治療」に相
当する「がん予防の普及推進」の 3 年間戦略計
画の初年度です。ＩＭテーマは「がんの予防と

みなさんこんにちは。
東京赤坂ロータリークラブの３０周年記念に参
加してきました。一緒に参加した杉原パスト会長、
武田パスト会長、神原パスト会長、谷口パスト会
長、岩永副会長、橋本幹事、吉元さん、大変お疲
れ様でした。式典では、加来幸三さんによる公演
が素晴らしかったです。
本日は年次総会です。

通常ですと、来年度の人事に対するご承認を
いただくところですが、今年は規定審議会に伴
うｸﾗﾌﾞ細則の変更並びに追加についての決議も
させていただく予定です。そして、本日が今年
最後の例会になりますが、年明けの１月５日（木）

共存」サブテーマは「がん予防のメッセンジャ
ーになろう」です。先ほどの説明にもございま
したとおり、皆さんの関心の高いものになって
おります。全員で参加したいと考えていますの
で、是非、宜しくお願いいたします。
それでは、本日も一日宜しくお願いいたしま
す。

●ビジターご挨拶
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竹中雅彦
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先週金曜日、東京赤坂ロータリークラブ３０

福山西ロータリークラブＩＭ実行委員長
城之内重信

会長

周年記念に参加してきました。一緒に参加され

様

た皆様、大変お疲れ様でした。
今日は年次総会です。慎重な審議をよろしく

●幹事報告

お願いします。

＜例会変更＞

◆岩永光司

副会長

先週、姉妹クラブの東京赤坂 RC の３０周年

府中 RC
・1 月 2 日(月)

→

1 月 5 日(土)18：30～20:30

２０周年とは、またひとあじ違った雰囲気を楽

新年家族例会のため、末広殿
・1 月 9 日(月)

→

記念式典に参加させて頂きました。当クラブの
しませて頂きました。

法定休日のため休会

本日は年次総会です。どうぞよろしくお願い

福山西 RC
・1 月 10 日(火)

→

1 月 13 日(金)

19:00～

新年同伴夜間例会のため、アーククラブ迎賓館
・1 月 3 日(火)

→

します。
国際ロータリー弟 2710 地区 G11 がガバナー
補佐、竹中様、福山西 RCIM 実行委員長、城之

正月三が日のため休会

内様ようこそお越し下さいました。どうぞゆっ

福山丸之内 RC
・1 月 16 日 (月)

→

同日 19:00～21:00

新

年互礼会のため、ニュートン・モア

くりして行ってください。
◆橋本慎吾

幹事

・1 月 2 日(月)

→

法定休日のため休会

先週の赤坂ロータリーの３０周年にご参加頂

・1 月 9 日(月)

→

法定休日のため休会

いた６名のみなさま大変ありがとうございまし
た。

福山 RC
・1 月 2 日(月)

→

法定休日のため休会

・1 月 9 日(月)

→

法定休日のため休会

＜配布物＞

ます。
◆江草國之

・総会資料（細則変更・プログラム・役員表）

＜回

本日の年次総会、みなさまご協力お願い致し

覧＞

会員

「赤坂 RC 最終例会」
「赤坂ロータリークラブ
創立２０周年」「創立会長・叙勲」「栄えある最
終例会」を、私は「職業奉仕」で「休会」しま

・3/4(土)ＩＭの出欠表

す。
「鞆の浦 RC・12/20
●出席報告
本日出席率

」をメークアップして、

「最終例会の参加」とします。
「経済人・代表と
異業種、
『志』を「奉仕・親睦」にと、同じくす

80.43％

（出席者 37 名

欠席者 9 名

前々回修正出席率

なし

出席免除者 3 名）

る「私を仲間」として今後も宜しくお願い致し
ます。
「フォーシーズンズ・プライムステーキ店」

を「鈴木章・ノーベル科学賞受賞者」の「新睦・
接待」と「中国労働衛生協会（医療検診・業務）」
「幹部忘年会」で使用の節には、
「ワイン提供等」
の「御芳志」を有難うございました。
●プログラム
＜年次総会＞

※

次回例会
12 月 26 日(月)

定款第 6 条第 1 節により

休会
※

次々回例会
1 月 5 日(木)

18:00～

新年家族夜間例会

のため、福山ニューキャッスルホテル

