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●点 鐘  橋本慎吾 会長 

●ソング  [手に手つないで][四つのテスト] 

●ゲスト  国際ロータリー第 2710 地区 

代表幹事 

尾道ロータリークラブ 

安保雅文様 

●プログラム  ゲスト卓話 

尾道 RC 安保雅文様 

 

●会長の時間 

 

皆さま、こんにちは 

本日は、地区代表幹事でもあられます尾道ロー

タリークラブの安保雅文様にお越しいただきまし

た。本当にありがとうございます。後ほどの卓話

を楽しみにしております。また、先月開催されま

した地区大会 in 尾道では、我々の世代には大変た

めになる阿川さんの講演会、そして尾道の大変美

味しい食材と全国でもなかなか手に入らないお酒

をたくさんご用意いただきました。本当に楽しい

有意義な地区大会で、私も毎回参加をさせていた

だいておりますが、このようにホスピタリティ溢

れる地区大会は、今まで経験がなかったなと感じ

ています。クラブを代表いたしまして、誠にあり

がとうございましたという御礼を申し上げたいと

思います。 

さて、例会前に指名委員会の選挙がありました。

選出された 5 名の方と、我々会長、幹事を合わせ

て計 7 名の指名委員会で、委員長の選任を例会終

了後に事務局で行いたいと思いますので、お集ま

りのほどをよろしくお願いいたします。 

次に、前回の例会につきまして、例会行事とし

て善行児童生徒表彰を行いました。第 10 回目の節

目ということで福山市教育委員会から教育部長が

ご出席になられて、盛会のうちに終了いたしまし

た。今年度は特に、奉仕プロジェクト部門全体で

取り組んでいただきまして、松浦委員長のリーダ

ーシップの下、準備と運営にあたっていただきま

した。中根理事をはじめとする奉仕プロジェクト

部門の皆さま、誠にありがとうございました。こ

の活動は、福山市教育委員会からも非常に称賛を

いただいております。今後、福山市教育委員会と

共に、福山市全体で活動していけるよう協議して

いきたいというお言葉も教育長の方からいただい

ております。そのように発展していくようなこと

を次年度以降に引継いでいきたいと考えておりま

す。 

次に、12 月 10 日のガバナー公式訪問でござい

ます。その中でフォーラム、例会がございます。

現時点で、89.3％の出席の回答をいただいており

ますが、できる限りご都合をつけていただき、多

数のご出席を再度お願い申し上げます。そして、

その後の松永ロータリークラブとの合同忘年例会

には、吉原ガバナーと今日ご出席の安保代表幹事

様にもご出席いただけることになっております。

実は、我々の例会が最後の公式訪問となられると

いうことで特別にご出席をいただけます。ぜひ皆

さまも、ガバナー、また代表幹事と接する機会も

少ないと思いますので、親睦をしっかり深めてい

ただける機会となればと思っております。 
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また、その 12 月 10 日にガバナー公式訪問が前

倒しになったということで、第 1000 回目の記念例

会が 12 月 18 日火曜日に開催されることになりま

した。急遽、クラブ運営管理部門親睦活動委員会

に無理なお願いをして、いま企画を練っていただ

いております。夜間の例会になり、会場はこの例

会会場で行いますけど、記念すべき第 1000 回の例

会を皆さんと共にお祝いしたいと思いますので、

多数のご出席をよろしくお願いいたします。 

最後になりますが、本日のプログラムは「戦略

計画について」ということで卓話をいただきます。

眞田特別理事と共に安保雅文様を訪問した際には、

尾道ロータリークラブで本当にいろいろな戦略を

組まれる最中に地区大会もあったというご苦労の

話も伺いました。そのようなこともあり、今日の

卓話を非常に楽しみにしております。皆さんもし

っかりとこの例会のプログラムを楽しみにしてい

ただきたいと思います。 

それでは、以上で会長の時間を終了いたします。

本日もどうぞ一日よろしくお願いします。ありが

とうございました。 

 

●幹事報告 

＜例会変更・休会のお知らせ＞ 

福山 RC 

≪変更≫ 

日時：12 月 18 日(月) → 休会 

理由：定款第 8 条第 1 節 

日時：12 月 25 日(月) → 同日 18：00～ 

理由：忘年家族夜間例会のため 

場所：福山ニューキャッスルホテル 

 

福山北 RC 

≪変更≫ 

日時：12 月 15 日(金) →  

12 月 10 日(日) 15：00～ 

場所：こぶしヶ丘学園 

理由：イルミネーションの設置及び夕食会 

≪休会≫ 

日時：12 月 29 日(金)  

理由：定款第 8 条第 1 節 

 

府中 RC 

≪変更≫ 

日時：12 月 25 日(月) → 同日 12：30～ 

場所：例会場 

理由：100 万ドル例会のため 

 

福山南 RC 

≪変更≫ 

日時：12 月 21 日(木) →  

12 月 22 日(金) 18：30～ 

場所：福山ニューキャッスルホテル 

理由：クリスマス家族親睦夜間例会のため 

≪休会≫ 

日時：12 月 28 日(木)  

理由：定款第 8 条第 1 節 

 

福山西 RC 

≪変更≫ 

日時：12 月 26 日(火) → 休会 

理由：クラブ細則第 5 条第 2 節による 

＜配布物＞ 

・ロータリーの友及びガバナー月信 11 月号 

・12/18 1000 回記念例会のご案内 

＜回 覧＞ 

・12/18 1000 回記念例会のご案内 出欠表 

・ハイライト米山 

 

●出席報告 

本日出席率 83.33％ 

（出席者40名 欠席者14名 出席免除者6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 

 

●スマイル BOX 

＜義務スマイル＞ 

会員入会記念祝 

畑 弓子さん  平成 20 年 11 月 18 日 



＜申告スマイル＞ 

◆橋本慎吾 会長 

 本日は、尾道ロータリークラブより、安保雅文

様にお越し頂き、「戦略計画について」の卓話を

いただきます。お忙しい中、誠にありがとうござ

います。又、前回の例会「善行児童・生徒表彰式」

には、中根理事をはじめとした、奉仕プロジェク

ト部門の皆様の団結により、素晴らしい第十回目

の開催となりました。ありがとうございました。 

 

◆西川和吉 副会長 

 尾道ロータリークラブ 安保雅文様、ようこそ

福山赤坂ロータリークラブにお越し頂き誠にあ

りがとうございます。本日の卓話、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 

 本日は、国際ロータリー第 2710 地区 代表幹

事 尾道ロータリークラブ 安保雅文様、ゲスト

卓話「戦略計画について」宜しくお願い致します。

先月、眞田創立会長宅のリフォーム工事でお世話

になり、イタリア製キッチンを納入施工させて頂

きました。御礼申し上げます。 

 

◆眞田奈津基 パスト会長 

 本日は、国際ロータリー第 2710 地区 代表幹

事 尾道ロータリークラブ 安保雅文様、お忙し

い中、お越し頂きありがとうございます。本日の

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。 

 

◆石井宏和 会員 

 11 月 22 日にマクドナルド福山神辺店の改装

が終わり、リニューアルオープンとなりました。

最新の店内に変わり、気分一新リスタートです。 

 

◆佐木 学 会員 

 昨日、眞田創立会長が発起人となられ「天満市

長を励ます会」を開催して頂きました。ありがと

うございました。天満市長も「とても元気が出

た！」とのことでした。感謝申し上げます。 

 

 

◆佐藤 貢 パスト会長 

 所用のため欠席させて頂きます。 

 

◆桑田真由美 会員 

 所用のため欠席致します。 

 

◆平井啓博 会員 

 所用のため欠席致します。申し訳ございません。 

 

◆清水朗弘 会員 

 所用により早退します。 

 

◆渡辺弘子 会員 

 所用のため欠席させて頂きます。 

 

●プログラム 

＜ゲスト卓話＞ 

国際ロータリー第 2710 地区 代表幹事 

尾道ロータリークラブ 安保雅文様 

テーマ：「戦略計画について」 

 

安保雅文様、卓話ありがとうございました。 

また、スマイルまで頂きまして、重ねて御礼を

申し上げます。 

 

※ 次回例会案内 

2018 年 12 月 4 日(火) 

ガバナー補佐訪問 

12 時 30 分～  

「前期を振り返って」 

橋本慎吾会長 

13 時 40 分～15 時 00 分 

ガバナー補佐参加のクラブ協議会 

 

 


