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会長

Be The Inspiration

2018-19 国際 RI 会長
バリー・ラシン氏

高めていただき、会が大変盛り上がりました。こ

●ソング

[手にてつないで]

れまでにない手作りの家族例会、そして瀬戸内海

●ﾋﾞｼﾞﾀｰ

国際ロータリー第 2710 地区 G11

の絶景とおいしい料理を含めて、家族の方々とと

ガバナー補佐
●プログラム

会員卓話

稲垣城史様

熊田祐介

会員

もに楽しんでいただけたと感じております。その
模様は、広報雑誌等委員会により週報へまとめて
いただいております。その時の集合写真や瀬戸内

●会長の時間

海の絶景とともに家族の皆さまが楽しめている光
景が確認できますので、ぜひホームページをご覧
ください。
次に、本日は 8 月度の理事会が開催されました。
5 項目の理事会案件がございましたので、皆さまに
も報告させていただきます。1 点目は、8 月以降の
プログラムについて、特に 8 月の会員増強委員会
のプログラムについて数多くのご意見をいただき
ました。2 点目は、予算実行状況の確認について、
これは手作りの親睦例会が大きく寄与しまして、
予算も圧縮して進行しております。3 点目は、8 月
17 日に開催されます谷原秀人ジュニアクラシック

皆さま、こんにちは

大会への参加はメークアップ対象とします。4 点目

改めまして本日は、2710 地区 G11 ガバナー補

は、東京赤坂ロータリークラブからの寄付金の活

佐の「稲垣城史さま」に、例会にご出席いただき、

用方法について、今回は福山・三原地区への寄付

誠にありがとうございます。今年度、当クラブの

として活用させていただくことに決定しました。5

ガバナー公式訪問が最終の 12 月になっており、そ

点目は、グリーンラインを愛する会からの災害支

れまでに期間があくということで、ご挨拶にわざ

援要請について、関係者各位と相談のうえ検討し、

わざお越しをいただきました。どうぞ最後まで楽

会長幹事一任で決定させていただきます。以上 5

しんでお帰りくださいませ。

点が本日の理事会の報告でございます。

さて、先週ベラビスタ スパ＆マリーナ尾道で開

続きまして、情報集会のご案内です。明日の 17

催されました「納涼家族例会」には、会員 37 名、

時 30 分より東森会員のお店「イベリコ GANG」

ご家族を含めますと 53 名の方にご参加をいただ

にて開催いたします。現在のところ 27 名のご出席

き、盛大に開催できましたことに心から御礼を申

をいただけるようでございます。ありがとうござ

し上げます。そして、石井理事、吉元委員長を中

います。情報集会の後には、小林さんと鈴木さん

心とした親睦活動委員会には、
「今年は手作りにこ

の新入会員歓迎懇親会となっておりますので、ど

だわる」という言葉通り、手作り感満載のアトラ

うぞよろしくお願いいたします。そんななかで、

クション「お絵描きしりとり」で会場の一体感を

他のロータリー行事と重なり、ご出席できない方

には大変ご迷惑をおかけします。申し訳ございま
せん。
最後になりますが、本日のプログラムは熊田会
員による会員卓話でございます。熊田さんの生き
ざまも含めて語っていただきます。楽しみにして
おりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
以上で会長の時間を終わります。本日も最後ま
でよろしくお願いいたします。ありがとうござい

●スマイル BOX
＜義務スマイル＞
第 5 週のため、なし
＜申告スマイル＞
◆橋本慎吾

会長

本日はビジターとして、国際ロータリー第
2710 地区グループ 11 ガバナー補佐

ました。

稲垣城史

様、ご来訪誠にありがとうございます。楽しんで
お帰りくださいませ。又、先日の納涼夜間家族例
会は、多くの会員とご家族様にご来場いただきあ

●幹事報告

りがとうございました。石井理事、吉元委員長を

＜例会変更・休会のお知らせ＞

中心とした親睦活動委員会の皆様、大変ありがと

なし

＜回

うございました。本日のプログラムは、熊田会員
による卓話です。楽しみにしていますので、宜し

覧＞

・西川幹事杯ゴルフコンペ中止のお知らせ
・地区大会本登録の出欠表
・8/17 谷原秀人氏ｼﾞｭﾆｱｸﾗｼｯｸ大会協力の出欠表

くお願いします。
◆西川和吉

副会長

国際ロータリー第 2710 地区グループ 11 ガバ
ナー補佐

稲垣城史様、福山赤坂ロータリークラ

ブの例会にお越し頂きありがとうございます。本
●出席報告
本日出席率

日の会員卓話、熊田さん、宜しくお願いします。
楽しみにしております。先日の納涼夜間家族例会

78.26％

（出席者 36 名

欠席者 10 名

前々回修正出席率

出席免除者 8 名）

修正なし

では、とても楽しませて頂きありがとうございま
した。
◆原

●委員会報告

隆之

幹事

この度、眞田創立会長宅の改築工事、お世話に
なっておりお礼申し上げます。今日は、国際ロー

・親睦活動委員会
納涼夜間家族例会のお礼
・社会奉仕委員会
薬物乱用防止キャンペーンのお礼

タリー第 2710 地区Ｇ11 ガバナー補佐

稲垣城

史様に例会に参加して頂きお礼申し上げます。熊
田会員、今日は会員卓話、宜しくお願い致します。
前回の納涼夜間家族例会では、親睦活動委員長を
はじめ、関係各位の皆様には大変お世話になりま

・Ｒ情報委員会

した。

8/1 情報委員会のお知らせ
・青少年奉仕委員会
8/17 谷原秀人氏ジュニアクラッシック大会のご案内

◆真田惣行

創立会長

故郷 三原に、炊き出し用のお米 350 俵を寄付
致しました。公務にて早退します。
◆岩永光司

パスト会長

本日のプログラムは、私の前職の後輩、熊田さ

んの卓話です。私がいた頃の 21 年前とホテル業

◆麦谷恒雄

界も随分変わったと思います。この後の卓話、楽

パスト会長

所用にて早退します。

しみにしております。
◆山本秀樹
◆石井宏和

会員

会員

本日は私用の為、早退させて頂きます。申し訳

先週の納涼夜間家族例会には、多くの会員の方、

ございません。薬物乱用防止活動にご参加頂いた

ご家族の方にご参加頂き、誠にありがとうござい

方に感謝致しますと共に、熊田さんの卓話を欠席

ました。今後も皆様に楽しんで頂ける設営をして

させて頂くことにお詫びを申し上げ、スマイル致

いきますので、ご協力のほど宜しくお願い致しま

します。

す。
◆馬場正人
◆吉元友浩

会員

会員

8 月 1 日に予定していたゴルフコンペですが、

先日の納涼夜間家族例会では、親睦活動委員会
の皆様と設営させて頂きました。アトラクション

直前の中止になり申し訳ありませんでした。所用
により早退致します。

のお絵かきしりとりでは、佐木画伯の自由な発想
をはじめ、描いて頂いた皆様には大変お世話にな

◆山内

りました。次回も、親睦活動委員会一丸となって
頑張ります。

透

会員

本日、公立世羅中央病院の会計業務の決算監査
の為、一日勤めております。本日の欠席申し訳ご
ざいません。7 月 26 日、福山ニューキャッスル

◆松浦宏次

会員

ホテルにて、福山南ロータリークラブの例会に参

７月より株式会社一心で、念願の不動産業務を
する事になりました。不動産のことで何かござい

加、メークアップ致しました。宜しくお願い申し
上げます。

ましたら宜しくお願いします。
●プログラム
◆佐木

学

会員

このたびの豪雨災害では、皆様には大変ご心配
とご支援を頂きました。ありがとうございました。

＜会員卓話＞
熊田祐介

会員

橋本会長率いる福山ローズファイターズの皆様
には、24 名でボランティアに参加を頂き大変感
謝しています。現在は三原市社会福祉協議会

副

会長として、三原市災害ボランティアセンターで
活動しております。引き続き宜しくお願いします。
◆熊田祐介

会員

先日は納涼夜間家族例会には、多数のご参加あ
りがとうございました。本日は引き続き会員卓話
のお時間を頂きありがとうございます。時間まで
お付き合いのほど宜しくお願いします。

※

次回例会案内
2018 年 8 月 7 日(火)

◆鈴木臣也

会員

細則による休会

2018 年 8 月 14 日(火)

定款による休会

2018 年 8 月 21 日(火)

12 時 30 分～

三原リージョンプラザ、明日の武道館再開にて、
全ての施設が利用できるようになりました。

久保会員による会員卓話

◇◇

情報集会・新入会員歓迎懇親会

2018 年 8 月 1 日（水）
17 時 30 分～

・・・

情報集会

18 時 30 分～

・・・

新入会員歓迎懇親会
小林春道さん
鈴木臣也さん

会場：イベリコ GANG（福山市元町）

◇◇

