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じて経験を重ねていく中で多くの学びがあると思
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います。お二人のこれからのご活躍を期待してお
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ります。ロータリー情報委員会の徳永委員長には
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大変お世話になりました。ありがとうございまし
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次年度に向けて

トリビア
橋本会長エレクト

た。
５月２７日にはクラブ戦略計画フォーラムが広
島で開催され、当クラブからは橋本会長エレクト

●会長の時間

と次年度長期戦略計画委員会の眞田奈津基委員長
に参加していただきました。クラブ戦略計画につ
いては以前より地区からの事例紹介などはありま
したが、今回このように公式な会合を初めて設け
られましたので、次年度からは地区全体でこのク
ラブ戦略計画への取り組みが活発になるものと思
います。詳細はまた橋本会長エレクトよりお話が
あるものと思います。
さて、前々回の例会で皆様にお伝えいたしまし
たが、クラブ細則の改正についてこの後、臨時総
会を開き皆様のご承認をいただきたいと思ってお
ります。今回の改正は２点あり、１つは理事の人
数についてです。原稿では９名の理事とする規定

皆さん、こんにちは。まずは先ほどお祝いをい

となっておりますが、昨年度の創立２０周年の時

たしましたが、河村さん、新店オープンおめでと

には杉原実行委員長に理事として加わっていただ

うございます。今後ますますのご繁栄をお祈りい

きました。また次年度は長期戦略計画委員会を設

たします。

置し、眞田奈津基委員長が理事に加わります。こ

昨日は情報集会並びに久保さん、下宮鉄雄さん

の辺りの整合性を保つために、改正案では「周年

の歓迎会があり、多くの方にご参加いただきあり

実行委員会その他特別委員会を設ける場合は特別

がとうございました。私は身内の不幸があり参加

理事を加えることができる」との一文を追記いた

できず申し訳ございませんでした。情報集会は新

しました。

入会員にロータリー情報を提供し、ロータリーへ

２つ目の改正点は、今回のようにクラブ細則の

の理解を深めていただくために行っておりますが、

改正を行う場合は、現行では郵送で会員に知らせ

そのはじまりは１９３５年で、なんと８０年以上

る規定となっておりますが、
「郵送」という文言を

前から続いております。昨日はロータリーの歴史

「通知」と置き換えたいと思います。これにより

や考え方、我がクラブの特徴など学んでいただい

事前のご案内を、例会での配布やメールの活用な

たと思いますが、今後またロータリーの活動を通

ど柔軟性を持って運営できることとなります。以

上の２点について後ほどの総会を行いますのでど

福山南 RC

うぞよろしくお願いいたします。

日時：6 月 21 日(木)

本日のプログラムは、橋本会長エレクトに「次
年度に向けて」ということでお話をいただきます。

→

同日 18：30〜

場所：福山ニューキャッスルホテル
理由：最終夜間例会

我がクラブの次年度１年間の活動の指針ですので
皆でしっかり聞きましょう。橋本会長エレクト、

日時：6 月 28 日(木)

どうぞよろしくお願いいたします。

理由：

定款第 8 条第 1 節

以上で会長の時間を終わります。今日も 1 日よ
福山東 RC

ろしくお願いいたします。

日時：2018 年 6 月 20 日(水)→同日変更 18：30〜
●幹事報告

場所：ステーキ懐石都
理由：最終家族夜間例会のため

＜配布物＞
・次年度クラブ運営方針

鞆の浦 RC

・次年度

日時：2018 年 6 月 19 日(火)

役員理事委員会構成表

→

同日 19：00〜

場所：和彩 もとしま(延広町 3‑14)
＜回

覧＞

・2017‑18 年度

理由：新旧理事引継会並びに新会員歓迎会
地区大会仮登録のご案内・出欠表

・最終例会の出欠表

松永 RC

・財団室ニュース

日時：６月１１日（月）

１９：００〜

場所： ニチエー会館
＜例会変更・休会のお知らせ＞

理由：

福山丸之内ＲＣ

日時：６月２５日（月）

日時：６月２５日（月）同日 19：00〜21：００

場所：大吉

１８：３０〜

理由：最終例会

理由：最終家族例会の為
場所：福山ニューキャッスルホテル

ビアーホー

日時：６月４日（月）
定款第 8 条第 1 節により休会

ル（個室）

●出席報告

福山 RC
日時：６月２５日(月)

夜間例会（ロータリー塾）

→

同日 18：00〜

本日出席率

97.72％

理由：福山ニューキャッスルホテル

（出席者 43 名

場所：最終家族夜間例会の為

前々回修正出席率

福山北 RC

●委員会報告

日時： 6 月 15 日(金)→16 日(土)
場所：神石高原ホテル敷地内

17：00〜

欠席者 9 名

）

なし％

・出席委員会

秀嶺軒

理由：奥様同伴親睦夜間例会の為

●スマイル BOX

日時： 6 月 29 日(金)

◆岩永光司

理由： 定款第８条第１節による休会

会長

昨日の情報集会に参加できず申し訳ございませ

んでした。ご参加下さった皆様、ありがとうござ
いました。
本日のプログラムは橋本会長エレクトより次年
度に向けてお話いただきます。どうぞお願い致し
ます。
◆橋本慎吾

副会長

昨日は情報集会及び久保さん、下宮さんの歓迎
会に多くのメンバーにご出席いただきありがとう
ございました。
また、先週の 24 日、第 4 回福山ブランドに市民
球団「福山ローズファイターズ」の活動がブラン
ド認定を頂けました。今後もご支援何卒宜しくお
願い致します。
本日のプログラム「次年度に向けて」です。み
なさまどうぞ宜しくお願い致します。
◆西川和吉

幹事

昨日の情報集会に参加していただいた会員のみ
なさん、ありがとうございました。
本日の卓話、橋本会長エレクトよろしくお願い
致します。
◆今川忠男

パスト会長

このたび、河村さんのお店「鶏ＢＥＥＲ」のデ
ザインをさせていただきありがとうございます。
女性が入りやすいやさしいやきとり屋さんとなっ
ています。関われたことに感謝申し上げます。
◆久保廣美

会員

昨日の歓迎懇親会、ありがとうございました。
福山赤坂ロータリークラブに入会できて幸せです。
◆下宮鉄雄

会員

昨日は歓迎会を開催していただいて、ありがと
うございます。皆様方からのお言葉を頂戴して赤
坂ロータリアンとして頑張っていきますのでよろ
しくお願いします。

●プログラム
＜臨時総会
ト＞

「次年度に向けて」橋本会長エレク

※

次回例会
6 月 5 日（火）12 時 30 分〜
クラブ協議会「次年度にむけて」
次年度委員会活動計画

