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●点 鐘  橋本慎吾 会長 

●ソング  [それでこそロータリー] 

●プログラム  会員卓話 久保廣美 会員 

 

●会長の時間 

 

皆さま、こんにちは 

8 月に入って三週間が経ち、ようやく今月初めて

の例会でございます。久々に皆さまにお目にかか

れて大変嬉しく思っております。 

さて、本日は皆様への報告事項が３点ほどござ

います。まず１点目は、先般の例会で報告させて

いだだきました通り、８月９日に三原市へ、８月

１５日に福山市へ、西日本豪雨災害に対しまして

寄附金を贈らせていただきました。当日は、原幹

事、中根理事、そして広報雑誌等委員会から三原

市へは佐木委員長、福山市へは清水副委員長に同

席をいただきまして、東京赤坂ロータリークラブ

さんと福山赤坂ロータリークラブの連名で、それ

ぞれの市へ１０万円づつの寄附を行ってまいりま

した。天満市長、枝廣市長、それぞれご同席を賜

り、感謝のお言葉をいただいたことを報告させて

いただきます。 

続きまして２点目の報告でございますが、先週

８月１７日に「第１２回谷原秀人ジュニアクラシ

ック」が好天のもと松永カントリークラブにて開

催されました。運営協力として当クラブからは、

松浦青少年奉仕委員長をはじめ８名で参加をして、

暑いなかではございましたが事故なく無事に終わ

ったことを報告いたします。そのなかで、私と原

幹事でサポートさせていただいた小学３年生が、

６８（４アンダー）と 75（３オーバー）でラウン

ドし、びっくりしました。この地域にも将来の谷

原秀人となってくれるような、無限の可能性を秘

めた子どもたちがいるなと感じました。 

３点目の報告ですが、今週２４日の金曜日に東

京赤坂ロータリークラブさんの例会へ、原幹事と

ともに出席してまいります。先般の義捐金のお礼

と、今後の更なる姉妹縁組の発展に向けてお話し

てまいります。 

次に、今月は会員増強月間となっております。

来週は会員増強に関する例会行事でございます。

会員増強委員会の畑委員長が、今年度は会員の総

力をあげて増強を行っていきたいと、強い思いを

お持ちです。そういった趣旨で、畑委員長、東森

副委員長のリーダーシップのもと企画された例会

行事を行いますので、全会員でこの例会を盛り立

てていただけますようお願い申し上げます。 

最後になりますが、本日のプログラムは久保会

員による会員卓話でございます。本日は、この後

１４時から甲子園で歴史的な試合が行われる日で

ございます。歴史に残る卓話、甲子園に負けない

熱い卓話を期待しておりますので、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

ました。 
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●幹事報告 

＜例会変更・休会のお知らせ＞ 

福山西 RC 

≪変更≫ 

2018 年 8 月 21 日(火) ⇒ 8 月 10 日(金)17：30～ 

場所：福山ニューキャッスルホテル ビアホール 

理由：納涼家族同伴例会 

≪変更≫ 

2018 年 9 月 11 日(火) ⇒ 同日 12：30～ 

場所：まなびの館ローズコム 

理由：３Ｄプリンター贈呈式 

福山丸之内 RC 

≪変更≫ 

2018 年 9 月 10 日(月) ⇒ 同日 19：00～21：00 

理由：ガバナー補佐訪問の為 

場所：福山ニューキャッスルホテル 

≪休会≫ 

◇日時：9 月 17 日(月) 

理由：法定休日（敬老の日）の為 

◇日時：9 月 24 日(月) 

理由：法定休日（振替・秋分の日）の為 

福山 RC 

≪変更≫ 

9 月 3 日(月) ⇒ 同日 12：30～ 

理由：職場例会の為 

場所：㈱シーケイエス・チューキ(福山市箕沖町) 

≪休会≫ 

◇日時：9 月 17 日(月) 

理由：法定休日（敬老の日）の為 

◇日時：9 月 24 日(月) 

理由：法定休日（振替・秋分の日）の為 

 

＜配布物＞ 

・ロータリーの友並びにガバナー月信 8 月号 

・米山梅吉記念館 官報 

・RI 日本事務局財団室 NEWS 

・9/11 観月夜間例会のご案内 

 

＜回 覧＞ 

・地区大会本登録の出欠表 

 

 

 

●出席報告 

本日出席率 77.55％ 

（出席者38名 欠席者16名 出席免除者5名） 

前々回修正出席率 修正なし 

 

●委員会報告 

・広報雑誌等委員会 

ロータリーの友紹介 

・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お礼 

 

●スマイル BOX 

＜義務スマイル＞ 

創業創立記念祝 

佐藤 貢さん 

 ㈲佐藤貢保険事務所 Ｓ53.8.18 

武郷義昭さん 

 武郷税理士事務所  Ｈ16.8.25 

原 隆之さん 

 ㈱嵩心       Ｈ22.8.2 

村井祐介さん 

 村井塗装㈱     Ｈ21.8 

＜申告スマイル＞ 

◆橋本慎吾 会長 

 西日本豪雨災害の寄附金を、8 月 9 日に三原市 

天満市長へ、8 月 15 日に福山市 枝廣市長へ、

福山赤坂ロータリー・東京赤坂ロータリーとの連

名で手渡してきました。又、谷原シュニアクラシ

ック参加者の皆様、ありがとうございました。本

日のプログラム、久保会員の卓話、楽しみにして

おります。どうぞ宜しくお願い致します。 

◆西川和吉 副会長 

 本日の会員卓話、久保会員、宜しくお願い致し

ます。楽しみにしております。 

◆原 隆之 幹事 

 久保会員による卓話「私の生い立ち」宜しくお

願い致します。 



◆今川忠男 パスト会長 

 このたび、福山市の鞆町街並み保存拠点の設計

に選ばれました。赤坂ロータリークラブに入会し、

皆様に育て助けていただき、名誉ある仕事のチャ

ンスを頂けたこと、改めて赤坂ロータリークラブ

会員であることに感謝申し上げます。 

◆畑 弓子 会員 

 一心グループとしてホームページを新しく開

設して頂けることになりました。有難うございま

した。サイトが公開された際には閲覧してみてく

ださい。 

◆松浦宏次 会員 

 8 月 17 日の谷原シュニアクラシックに参加し

ていただいたメンバーの皆様、ありがとうござい

ました。熱中症にならずに、無事、参加すること

ができました。ありがとうございました。 

◆杉元一昌太 会員 

 この度、山内会員の奥様のＢＭＷを乗り換えて

頂きました。誠にありがとうございました。ご紹

介もたくさん頂いておりまして、非常にありがた

く思っております。引き続き宜しくお願い致しま

す。 

◆久保廣美 会員 

 本日の会員卓話、宜しくお願い致します。お聞

き苦しいところもあると思いますが頑張ります。 

◆小林春道 会員 

 ネクタイをお借りして写真撮影をした時のこ

とを思い出します。大変緊張していたので顔がこ

わばっています。 

◆鈴木臣也 会員 

 ガバナー月信の新会員紹介に掲載いただきあ

りがとうございます。また 8 月 1 日に盛大な歓

迎会をありがとうございました。 

◆吉池 覚 会員 

 本日、所用により早退します。申し訳ございま

せん。 

◆森原久美子 会員 

 仕事の都合で欠席いたします。 

 

●プログラム 

＜会員卓話＞ 

久保廣美 会員 

テーマ『私の生い立ち』 

 

 

 

※ 次回例会案内 

2018 年 8 月 28 日(火) 12 時 30 分～ 

会員増強委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ◇◇ 平成 30 年 7 月豪雨災害に対する寄附金贈呈 ◇◇  

 

三原市 

2018 年 8 月９日（木） 三原市役所にて 

 

 

 

 

 

福山市 

2018 年 8 月 15 日（水） 福山市役所にて 

 

 

 

 

 



◇◇ 第１２回谷原秀人ジュニアクラシック大会 ◇◇ 

平成３０年８月１７日（金） 

松永カントリークラブ

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


