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例会場 / 事務局 福山市赤坂町赤坂 1276 一心ビル 3F

納涼夜間家族例会

Be The Inspiration

2018-19 国際 RI 会長
バリー・ラシン氏

●●●

於 ベラビスタ スパ＆マリーナ 尾道
●点 鐘

橋本慎吾

会長

どうか皆さまにも何らかのご支援をしていただき

●ソング

[四つのテスト]

たいと思います。そんななかで、2710 地区の方か

●プログラム

納涼夜間家族例会

ら西日本豪雨災害に対しての義捐金の要請が来て
おります。さきほど持ち回り理事会を開催しまし

●会長の時間

て、会員お一人様 1,000 円のご寄付をいただき、
クラブより 2710 地区へ義捐金として寄付をする
案の承認をいただきました。どうか皆さまのご協
力をお願い申し上げます。
次に、去る 7 月 20 日に延期となっておりました
薬物乱用防止キャンペーンの活動を行ないました。
急なご案内となったにも関わらず、総勢 24 名の積
極的なご参加をいただきまして、ありがとうござ
いました。昨年に引き続き、町内会長様、福山西
警察署津之郷交番の方、済美中学校の先生と生徒

皆さま、こんばんは。

さんにご参加をいただきました。また、今年は新

本日は、本当に暑いなか、そして遠方まで足を

たに福山市立中学校の教頭先生と生徒さんにもご

運んでいただきまして誠にありがとうございます。

参加をいただき、この活動に力を貸していただき

はじめに、先般の例会でもお話させていただき

ました。この活動が年々発展していることを皆さ

ましたが、あらためて今回の西日本豪雨災害で被

まへ報告しておきます。山本委員長、池上副委員

害に遭われた方々に対しましてお見舞いを申し上

長率いる社会奉仕委員会の皆さま、そして早朝よ

げます。当クラブの近隣では特に三原地区が甚大

りお集まりいただいた会員の方々へあらためてお

な被害に見舞われております。本日ご出席くださ

礼を申し上げます。

っています佐木会員が、その地区で災害対策本部

続きまして、東京赤坂ロータリークラブへの例

長としてご尽力されています。お話を伺いますと、

会訪問の日程が決まりましたので報告をいたしま

まだまだ復旧に向けた道のりは長く、来週からは

す。8 月 24 日の金曜日に参加をさせていただく予

消防と連携した大掛かりな活動に着手されるとい

定でございます。今の予定では、眞田パスト会長、

うことです。私ごとになりますが、先般福山ロー

谷口パスト会長、そして私と原幹事で参加をさせ

ズファイターズのメンバーとともに、三原地区へ

ていただく予定ですが、皆さまの方で参加のご希

災害ボランティアとして参加をさせていただきま

望がございましたら、原幹事までご連絡をお願い

したが、現地は想像を絶する状況でございます。

いたします。東京赤坂ロータリークラブさんには、

今回の豪雨災害を案じて毎日のように事務局へご
連絡をいただき、本日はこのようにお見舞金もい

いいたします。
さて、7 月 24 日は記念すべき日であることを皆

ただいております。こちらの扱いに関しましては、

さまご存知でしょうか。実は 2 年後に開催される

次回理事会で方針を決定いたします。

東京オリンピックの開会式にあたる日です。そう

最後になりますが、本日は親睦委員会による納

いった意味で、忘れられない納涼夜間家族懇親会

涼夜間家族例会でございます。今年度は非常に手

の日になるのではないかと思ったのは私だけでし

作りにこだわろうという吉元委員長率いる親睦活

ょうか。この東京オリンピックがひとつの節目と

動委員会の準備した楽しい企画が待っております。

なり、世の中が大きく変わっていくのではないか

そして、瀬戸内海の絶景とともに、この納涼夜間

と言われていますが、まさしく今、激動の世の中

家族例会を皆さまとともに行えることを嬉しく思

になっております。実は昨日、埼玉県熊谷市で最

っております。本日はどうぞ一日よろしくお願い

高気温 41.1℃を記録し、いわゆる猛暑日の最高気

いたします。

温が更新されました。アメリカでは、カリフォル

以上で、会長の時間とさせていただきます。あ
りがとうございました。

ニア州デス・バレー国立公園で 52.0℃という驚く
べき気温も観測されております。それくらい世の
中が大きく変わるなかで、また我々ロータリアン

●幹事報告

としても大きく変わるなかで、何かできることは
ないだろうかと日々考えております。例えば、こ

＜例会変更・休会のお知らせ＞

ういう暑いなかでは、働き方改革も含めて、どん

なし

な働き方をすべきか考えさせられます。それは自
然から我々や世の中へのメッセージのように感じ

●出席報告
本日出席率

ております。
78.26％

（出席者 36 名

私の会長としての今年のテーマは「時代の潮流

欠席者 10 名

前々回修正出席率

出席免除者 8 名）

修正なし

となろう！」としています。いわゆる新しい方向
性を我々ロータリアンも、また組織としても作っ
ていくべきではないか。世の中が大きく変わるな

●プログラム

かで、この潮流というものを、我々の長い人生で

＜納涼夜間家族例会

懇親会＞

18：20～

培ったもので、ひとつの方向性を作れるのではな
いか。この一年はそういったことを模索する年に

◆会長挨拶

橋本慎吾 会長

していきたいと思います。
我々は、ご家族の皆さまの支えもあって、この
ロータリー活動ができることを大変嬉しく思いま
す。どうか、また一年間ご支援をよろしくお願い
いたします。
最後になりますが、今日は吉元委員長率いる親
睦活動委員会が、この美しい瀬戸内海の眺めとと
もに、楽しく素晴らしい企画で、我々会員、そし
てご家族の皆さまを楽しませてくれることだろう
と期待しています。どうぞ短い時間ではございま

皆さま、こんばんは

すが、皆さまとともにこの時間を堪能したいと思

本年度、会長を務めさせていただきます橋本で

いますので、一日ご協力をよろしくお願いいたし

ございます。この納涼夜間家族懇親会からご家族
の方にもご参加いただきまして、会を盛り上げて
いきたいと考えております。どうぞよろしくお願

ます。
以上で、会長の挨拶とさせていただきます。あ
りがとうございました。

◆乾杯

眞田惣行 創立会長

◆新入会員紹介（今年度）
下宮鉄雄さん、小林春道さん、久保廣美さん

◆閉会挨拶

◆アトラクション

西川和吉 副会長

≪お絵描きしりとり≫

◆ロータリーソング「手に手をつないで」

親睦活動委員会の皆さま、
楽しく素晴らしい企画・運営、
ありがとうございました
※

次回例会
2018 年 7 月 31 日(火)
会員卓話

12 時 30 分～

熊田祐介さん

●● ●●●

瀬戸内海の絶景とともに過ごす皆さんの笑顔

●● ●●●

懇親会での皆さんの笑顔

●●● ●●

● ●●●●

◇◇

赤坂駅前の花壇美化整備

◇◇

2018 年 7 月 19 日 木曜日
酷暑のなか、〝爽風苑〟様のご尽力をいただいて、赤坂駅の花壇美化作業を行っていただきました。
≪作業中の様子≫

≪美化された花壇≫

〝爽風苑〟様、ありがとうございました。

◇◇

薬物乱用防止キャンペーン

2018 年 7 月 20 日 金曜日

◇◇

午前 7 時 00 分～

済美中学校、福山市立中学校の生徒さんへ薬物乱用防止のビラ配布をしました。

