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[手に手つないで]

●ゲスト

なし

● プログラム

会員卓話：原隆之会員「我がクラブ
の会員増強について」

●会長の時間

この日は福山市の最高気温が３６．１℃という猛
暑の中での奉仕活動でしたが、青少年奉仕委員会
の馬場委員長をはじめご参加下さった皆様、あり
がとうございました。
次に、米山奨学生のティエンさんが今朝、１泊
２日の米山研修旅行に出発しました。静岡県にあ
ります米山梅吉記念館の見学などを通じてロータ
リーについて学んでいただき、同じ米山奨学生と
の親睦を深める行程となっております。また例会
で会ったときには、土産話を聞いてみたいもので
す。
さて、今月は会員増強・新クラブ結成推進月間
です。
「停滞は衰退の始まりである」と言われます
が、これは個人においても組織においても当ては
まることだと思います。私たちロータリーもその

皆さん、こんにちは。お盆休みは皆様いかがお

発展と永続を願う限り、当然会員の増強を図って

過ごしでしたでしょうか。例会が２週あきました

いかなくてはなりません。国際ロータリーの定款

が、またこうして皆様と会えることを大変うれし

においても「ロータリーを推奨し拡大する」とは

く思います。毎週、決まった時間に例会を行い、

っきりその目的を掲げております。また単にロー

当たり前のように皆が集うというこのロータリー

タリーの存続のためということではなく、ロータ

の仕組みは凄いと改めて感じております。

リー精神を体得した人を一人でも多く作り、住み

始めに、去る８月４日、第１１回谷原秀人ジュ

良い社会を築いていくためにも、会員拡大は欠か

ニアクラシックゴルフ大会が開催されました。こ

せないことです。そうしたロータリーという受け

のゴルフ大会は、谷原秀人プロと松永カントリー

皿の中で、仲間が増えていくことは心から嬉しく

クラブが主催しており、小学１年生から６年生ま

思います。

での選手が参加しました。谷原プロのお父様の谷

以前に、眞田創立会長がおっしゃられておりま

原直人さんが生前、当クラブに所属されていたご

したが、ロータリークラブに入会し仲間を作ると

縁でこの大会を当クラブとして協力しております。

いうことは、生きた辞書を持ったのと同じだ、と

当日は、選手に同行してスコアをつけるサポート

いうことです。自分が分からない事や困った事が

を行いました。

あったときに、様々な職業の専門家がクラブにい

福山西 RC との合同月見夜間例会のため

て、的確な答えを見つけることができる訳で、ま
さに生きた辞書だと思います。そして会員が増え

・ 9 月 15 日(金)→同日 11:00〜
場所

るということは、その辞書がまた分厚くなったと

ＪＦＥスチール(株)西日本製鉄所/福
山地区

いうことです。本年度は先ず杉元さんと熊田さん

職場例会のため

を新入会員としてお迎えすることができました。
最終的に４名の会員増強を計画しております。皆
様のご協力をよろしくお願い致します。

福山西 RC
・ 9 月 12 日 (火)→9 月 9 日（土）19：00〜

本日のプログラムは、会員増強職業分類委員会

場所

の原委員長に「我がクラブの会員増強について」

福山ニューキャッスルホテル

福山北 RC との合同月見夜間例会の為

と題して卓話を頂きます。原委員長、よろしくお
願い致します。

福山南 RC

以上で、会長の時間を終わります。本日も最後
までどうぞよろしくお願い致します。

・9 月 7 日(木)→同日
場所

18：30〜

福山ニューキャッスルホテル

先達を敬う会夜間例会の為
●幹事報告
松永 RC
＜例会変更＞

・9 月 9 日(月)→9 月 3 日（日）7：00〜
場所

福山 RC

さくら公園・藤棚周辺

清掃奉仕

・９月１１日(月)

→

同日１２:３０〜

・9 月 11 日(月)→9 月 17 日（日）9：00〜

地区補助金事業贈呈式のため

場所

場所

ゲタリンピック参加

鷗風亭

松永駅南周辺（小川家電前）

・９月１８日(月)

→法定休日による休会

・9 月 18 日（月）→法定休日のため休会

・９月２５日(月)

→

・10 月 2 日（月）→9 月 30 日（土）18：30〜

同日１８:００〜

観月夜間例会のため

場所

場

月見例会のため

所

福山ニューキャッスルホテル

フォレストヒルズガーデン（広島空港）

鞆の浦 RC
・8 月 22 日(火)
場所

→

8 月 20 日(日)12：30〜

小料理 くわぎ

福山丸之内 RC
・9 月 11 日（月）→ 同日

府中ＲＣとの合同親睦例会のため
・9 月 12 日(火)
場所

→

当クラブ事務所

・9 月 19 日(火)
御舟宿

→

同日 18：30〜

いろは

鞆町鞆 670

月見夜間例会のため

・9 月 18 日（月）→法定休日による休会
＜配布物＞
・2017‑18 年度活動計画書

＜回

福山北 RC
・ 9 月 8 日(金)→9 月 9 日(土)
場所

19:00〜

福山ニューキャッスルホテル
光耀の間

福山ニューキャッスルホテル

ガバナー補佐訪問の為

100 万ドル例会のため
場所

場所

同日 12：30〜

19：00〜21：00

覧＞

・地区大会出欠表
・Ｇ10.11 合同親睦ゴルフ大会出欠表
・会員手帳校正
・弁護士会より講演・無料相談会のお知らせ

・ハイライトよねやま

て、40 代自由形 5 位、平泳ぎ 3 位という結果を頂

・情報集会並びに新入会員歓迎懇親会の出欠表

きました。これからも自分に厳しく体を鍛えてい

●出席報告

こうと思います。

本日出席率

尚、本日は原さんの会員増強卓話、よろしくお

67.34％

（出席者 33 名

欠席者 16 名

前々回修正出席率

出席免除者 1 名）

なし

願いいたします。勉強させて頂きます。
◆麦谷恒雄

パスト会長

お盆休みは、孫 2 人と娘と香港へ家族旅行に行

●委員会報告

きました。行程がタイトで大変でしたが、これも

・Ｒ情報委員会

良い旅の思い出となりました。

●スマイル BOX
◆原

隆之

会員

「我がクラブの会員増強について」の卓話をさ
せて頂きます。よろしくお願い致します！

会員入会記念祝
佐藤貢

Ｈ14.8.6

武郷義昭

Ｈ18.8.6

眞田奈津基

Ｈ22.8.10

田中ひとみ

Ｈ24.8.21

松浦宏次

Ｈ26.8.4

河村博文

Ｈ26.8.4

◆瀬川貴夫

8 月 1 日に長女（第 2 子）が誕生しました。

●プログラム
＜会員卓話

◆岩永光司

について」＞

会長

8 月 4 日に行われました「谷原

秀人ジュニア

クラッシックゴルフ大会」では、猛暑の中 7 名の
方にご参加いただきました。ご協力ありがとうご
ざいました。
本日は、会員増強について原委員長に卓話して
いただきます。どうぞよろしくお願い致します。
◆橋本慎吾

副会長

原さん、会員増強についての卓話、よろしくお
願いいたします。
先日、眞田創立会長にお車を納車させていただ
きました。ありがとうございました。
更に「幸せの架け橋」として精進します。
◆西川和吉

幹事

本日の会員卓話、原さんの「我がクラブの会員
増強について」です。楽しみにしています。
◆山本秀樹

副幹事

去る 8 月 6 日

会員

福山市学区対抗水泳大会に於い

原隆之会員「我がクラブの会員増強

※

次回例会
8 月 29 日(火)12：30〜
会員卓話：梅西大輔さん

