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会長

らしい 1 年になることと思います。準備、運営に

[それでこそロータリー］

ご尽力頂きました頓行委員長はじめ親睦活動委員

岩永光司

●ソング
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●ゲスト

なし

●プログラム

「後期に向けて」クラブ協議会

会の皆様、本当にありがとうございました。
さて、本日のプログラムは「後期に向けて」ク
ラブ協議会となっております。前期は皆様方に大

●会長の時間

変お世話になりました。後期も引き続き皆様方の
お力をいただき、クラブ一丸となって活動を行っ
て参りたいと思いますので、どうぞよろしくお願
いいたします。毎年この時期にクラブ協議会を行
っていますが、これは創立会長はじめ先人の方が
よく考えていただいた例会プログラムだと感じて
います。と言いますのも、この時期ともすると年
度の半分が過ぎ、少し気持ちが緩んだりすること
も考えられますが、このクラブ協議会は改めて年
度の初心に立ち返り、後期に向けて今一度気持ち
を新たにスタートを切る、そのためにも大切なプ
ログラムであります。本日はそのような時間にし
たいと思いますのでよろしくお願いいたします。

皆さん、こんにちは。先週はこの冬一番の寒波

来週の例会は職場例会となっており、関西住建

が訪れ、大変厳しい寒さとなりましたが、それと

様において三原市長天満祥典様に卓話をいただく

ともに全国でインフルエンザも流行しています。

予定となっております。原さん、中根さん、そし

先週 1 週間のインフルエンザによる受診者は１２

て眞田創立会長、佐木さんには大変お世話になり

４万人で前の週の受診者１０１万人からかなり増

ます。皆様方のご出席、どうぞよろしくお願いい

えてきております。その中でも、9 歳以下のお子

たします。

さんと 80 歳以上の高齢者には重篤化して入院す
るケースが多くなっているようです。どうぞ皆様、

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いたします。

ご家族様も十分な感染予防を行っていただければ
と思います。
前回の新年家族例会には年始ご多用の中、多く
のメンバー、そしてご家族の皆様にご参加いただ

●幹事報告
＜例会変更＞

きありがとうございました。その中で年男の紹介

福山西 RC

がありましたが、戌年生まれの方が当クラブには

日時： 2 月 13 日（火）

大変多いことに驚きました。中でも眞田創立会長
のところは親子 3 代での年男と言うことで、素晴

→2 月 10 日（土）10：00〜
場所：千田鉄工団地

●スマイル BOX

理由：資源回収行事

日時： 2 月 20 日（火）→2 月 18 日（日）
13：00〜
場所：福山ニューキャッスルホテル

会員創業創立会記念祝
武田正敏

Ｈ23.1.1

今川忠男

Ｓ63.1.16

福山丸之内 RC

橋本大輔

Ｈ24.1.1

日時：２月１２日（月）

松浦宏次

Ｓ63.1.14

法定休日（建国記念の日の振替休日）の為休会

岡田員宗

Ｓ45.1.1

理由：Ｇ10・11 合同ＩＭ参加の為

日時：２月１９日（月） → ２月１８日（日）
12：30 〜
理由：

G10・11 合同 IM 参加の為

場所：

福山ニューキャッスルホテル

◆岩永光司

会長

先日の新年家族例会は、多くの方々にご出席頂
きありがとうございました。楽しく新年のスター
トを迎えることが出来ました。

＜配布物＞

頓行委員長はじめ親睦委員会の皆さま、ありがと

・ロータリーの友・ガバナー月信１月号

うございました。

・1/23（火）12:30〜職場例会（関西住建㈱）ご案内

本日のプログラムは『後期に向けて』クラブ協
議会となっております。ご協議よろしくお願い致

・後期会費納入のお願い

します。
＜回

覧＞

・1/23（火）12:30〜職場例会（関西住建㈱）ご案内
・草戸千軒ミュージアム

展示案内

・2018 年度国際ロータリー大会ツアーのご案内

◆橋本慎吾

副会長

本日のプログラム、クラブ協議会『後期に向け
て』。理事、委員長をはじめ会員の皆さま、
どうぞよろしくお願い致します。

●出席報告
本日出席率

◆西川和吉

78.00％

（出席者 39 名

欠席者 11 名

前々回修正出席率

なし％

●委員会報告
・出席委員会
・広報・雑誌等委員会
・職業奉仕委員会

）

幹事

1 月 5 日の新年家族例会に出席していただきあ
りがとうございました。
本日のプログラム、クラブ協議会『後期に向け
て』です。よろしくお願い致します。
◆麦谷恒雄

パスト会長

正月はインドに行きました。野生のトラを観る
のが目的でしたが、2 日間寒空とほこりの中粘り
ましたが、見れませんでした。今度の旅行の添乗
員は秋山さんで 44 歳、ユキヒョウの専門家でした。
彼はロータリー奨学生でアメリカの大学に留学し、

ICU、京都大学大学院を卒業しています。女性よ

し訳ありません。

りもユキヒョウに恋しているらしく、そのため正
業に就かず、ユキヒョウを追いかけている人でし
た。その彼がいて見れなかったので納得です。
◆今川忠男

パスト会長

◆吉元友浩

会員

所用のため早退致します。申し訳ありません。
◆新年家族例会で年男として戌年生まれの会員紹

本日 1 月 16 日は、先ほどご紹介いただきました

介を行い、全員で祝福をいたしました。おめでと

今川建築設計の誕生日。皆様方のお力を借りて今

うございました。改めて年男 7 名のうち、本日出

日までこれたことに感謝いたします。

席の 6 名の方にスマイルをいただきました。
眞田創立会長、麦谷パスト会長、中根会員、山本

◆桑田真由美

会員

会員、頓行会員、佐々木会員

先日 12 月 10 日に 1200 年の歴史を誇る、地元
の吉備津神社で長女が結婚式をあげ嫁ぎました。
幸せそうな顔を見てほっとしています。
又、欠席が多くてすみません。
◆頓行一雄

会員

1 月 5 日に行われた新年家族例会では、多くの
会員の皆様、ご家族の皆様にご参加いただきあり
がとうございました。今年は戌年ということでた
くさんの年男の方がいらっしゃりびっくりいたし
ました。おいしいお料理、おいしいお酒、ここま
では良かったのですが、アトラクションは・・・。
あの時間は冷や汗と、震えが止まりませんでした。
委員会としては後、花見例会がありますので挽回
を誓ってがんばります。
◆佐々木翔陽

会員

年末より母親がガンかもしれないということで、
病院に付き添ったりして欠席が多かったですが、
結局母もガンではなかったので、何だかんだでい
つも通りのペースに戻らせていただきます。感謝
いたします。
◆梅西大輔

会員

私事ではありますがご報告させていただきます。
先日 1 月 6 日に第二子になります長女が無事産ま
れました。偶然にも 1 月 6 日は長男の誕生日でも
あり、めでたい日が重なることとなりました。
今後とも一層親として努力していきたいと思いま
す。よろしくお願いいたします。
◆谷口宏樹

パスト会長

新年早々、2 週連続での欠席となってしまい申

●プログラム
＜「後期に向けて」クラブ協議会＞

※

次回例会
2018 年 1 月 23 日(火)12:30〜
職場例会
ゲスト卓話

関西住建㈱
天満三原市長

