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●点 鐘  橋本慎吾 会長 

●ソング  [君が代] [奉仕の理想] 

●ゲスト  国際ロータリー第 2710 地区 G11 

ガバナー補 佐  稲垣城史 様 

ガバナー補佐幹事 丸山高司 様 

●プログラム  橋本会長卓話 

「今期を振り返って」 

 

●会長の時間 

 

皆さま、こんにちは。 

まず冒頭に先ほどもご紹介させていただきまし

たが、本日はガバナー補佐の稲垣城史様とガバナ

ー補佐幹事の丸山高司様にお越しいただきまして、

例会並びにその後のクラブ協議会にも長時間にな

りますがご参加をいただきます。何卒よろしくお

願いいたします。 

さて、先週の例会行事では、まだ記憶にも新し

いと思いますが、地区代表幹事の尾道 RC の安保

雅文様に卓話をいただきまして、尾道の長期戦略

に関する事例を具体的に教えていただきました。

その中で、まずは明確な目的と目標という話では、

ガバナーを出そうという具体的な目標を掲げられ

て邁進されたという尾道 RC さんの事例を聞かせ

ていただきました。アドバイスとしては、福山赤

坂RCは直近でいくと25周年が3年後に訪れます。

その後の 30 周年という中長期に亘って一つの目

標というものを掲げたら、この福山赤坂 RC が組

織としての一体感を増していくように思います。

眞田特別理事を中心に今後の方向性について模索

をしていただければと考えておりますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

続きまして、11 月 30 日に開催されました福山

南 RC さんの創立 55 周年に、私と原幹事が出席さ

せていただいたことを報告いたします。テーマは

「奉仕を抱こう」ということでございましたが、

記念事業といたしまして、我々のメンバーである

今川パスト会長がご設計された新しい体育館の所

にソーラーパネル付きの時計を寄贈されまして、

福山の枝廣市長にその目録をお渡しになりました。

一番いい目立つ所に設置するという宣言を福山市

長がされていましたので、皆さんも乞うご期待と

いうことでよろしくお願いしたいと思います。ま

たその中で、金子信パストガバナーが記念講演を

されました。その時の資料である「私がロータリ

アンになって良かったこと」という見出しの資料

が皆さんのお手元にあろうかと思います。それは、

金子パストガバナーが昨年の 10 月に福岡におい

てセミナーを開催され、ご出席者の皆さまのアン

ケートを基に要約して文章化されたものでござい

ます。私自身もこのロータリアンになって良かっ

たなと思うことに頷ける部分がたくさんありまし

たので、ぜひ皆さんもご参考にと思いまして資料

を配布させていただきました。姉妹ロータリーの

ご家族も、また G10・11 のガバナー補佐、会長・

幹事も含めて、式典及び懇親会に参加をして、和

やかな雰囲気で終了いたしましたことを報告させ

ていただきます。 

続きまして、本日は 12 月の理事会がございまし
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た。例月通り、プログラムと予算実行については、

特には問題なくご承認いただきました。プログラ

ムに関しましては、次々回の例会では第 1000 回を

迎えます。その 1000 回記念例会の内容について、

大まかな方向性を石井理事の方からお話いただき、

ご承認をいただきました。3 点目が新入会員として、

天満博之さんと佐藤泰之さんのご推薦が挙がって

います。まず天満さんに関しましては、眞田創立

会長と佐木会員のご推薦。そして佐藤さんに関し

ましては、眞田パスト会長と東森会員のご推薦。

以上の2名の新入会員推薦が挙がっておりまして、

皆さまから異議申し立てがないようであれば、1

月 5 日の新年家族例会で 2 名の入会式を行いたい

と考えております。4 点目が R 財団の年次基金に

関しまして、前期分として 1 ドル 112 円の換算で

約 9,000 円になりますけど、皆さまの予納金から

引き落としさせていただくことをご承認いただい

ております。5 点目は、事務職員の例会の会食の会

費補填についての議論もありまして、ご承認いた

だいたことを報告させていただきます。 

最後になりますが、今月は疾病予防と治療月間

ということです。誰にとっても健康であることは

何よりも大切なことでございます。現在、基本医

療を受けられない人が世界で 4 億人いると言われ

ております。ロータリー財団は世界各地のプロジ

ェクトや活動に補助金を提供しながら疾病の予防

と治療に力を注いでいます。綺麗な水の提供、HIV

感染の減少、ポリオの撲滅などです。ロータリア

ンとして、財団への意識と行動を起こしていくこ

とが大切だと思いますので、皆さまよろしくお願

いいたします。 

本日のプログラムは「前期を振り返って」とい

うことで私の卓話となっております。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

それでは、以上で会長の時間を終了いたします。

本日も例会、そしてクラブ協議会と長時間になり

ますが、皆さまご協力をよろしくお願いいたしま

す。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

●ビジターご挨拶 

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 

 
 

国際ロータリー第 2710 地区グループ 11 

ガバナー補佐幹事 丸山高司 様 

 
 

●幹事報告 

＜例会変更・休会のお知らせ＞ 

 なし 

＜配布物＞ 

・ロータリーの友及びガバナー月信 12 月号 

・予納金明細 

＜回 覧＞ 

・財団室ニュース 12 月号 

・12/18 1000 回記念例会出欠表 

 

●出席報告 

本日出席率 77.08％ 

（出席者 37 名 欠席者 17 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 

  ロータリーの友の紹介 

 

●スマイル BOX 

＜義務スマイル＞ 

会員誕生記念祝 

武田正敏さん  S15.12.6 生 

平井啓博さん  S47.12.24 生 

河村博文さん  S49.12.9 生 

パートナー誕生記念祝 

村井祐介 令夫人 直子様 12/12 生 

橋本慎吾 令夫人 祥子様 12/3 生 

＜申告スマイル＞ 

◆橋本慎吾 会長 

 本日は、G11 ガバナー補佐 稲垣城史様、ガ

バナー補佐幹事 丸山高司様、例会およびクラブ

協議会と長時間になりますが、宜しくお願い致し

ます。又、先週の長期戦略計画委員会、眞田特別

理事、村井副委員長ありがとうございました。本

日のプログラムは「前期を振り返って」です。週

報をもとにお話をさせて頂きます。どうぞ宜しく

お願い致します。 

 

◆西川和吉 副会長 

 G11 ガバナー補佐 稲垣城史様、ガバナー補

佐幹事 丸山高司様、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

クラブ協議会、宜しくお願い致します。 

 

◆原 隆之 幹事 

 本日は、G11 ガバナー補佐 稲垣城史様、ガ

バナー補佐幹事 丸山高司様、ガバナー補佐参加

のクラブ協議会、宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

●プログラム 

＜橋本会長卓話＞ 

『今期を振り返って』 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

※ 次回例会 

2018 年 12 月 10 日（月）17 時 00 分～ 

福山ニューキャッスルホテル 

17：00～ ガバナー公式訪問 

19：00～ 松永ＲＣ合同例会 



●クラブ協議会 

13：40～15：10 

ガバナー補佐参加のクラブ協議会 

協議事項 

① 会員増強について 

② クラブ戦略計画について 

③ ロータリー財団寄附について 

④ クラブの課題 

⑤ クラブからの要望 

⑥ その他 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 


