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◆◆ ガバナー公式訪問プログラム ◆◆ 

16 時 30 分～17 時 00 分 

会長幹事懇談会 

 

17 時 00 分～18 時 30 分 

ガバナー公式訪問フォーラム 

 

◆ 会長挨拶 

福山赤坂ロータリークラブ 橋本慎吾 会長 

 

皆さま、こんにちは。 

例年と違いまして本年度のガバナー公式訪問は、

フォーラム、例会、松永 RC さんとの合同例会と

いう順で、三部に分けまして開催をさせていただ

きます。例年より早くお集まりいただきました会

員の皆さまには本当にお礼を申し上げたいと思い

ます。そして、国際ロータリー第２７１０地区ガ

バナー吉原久司様、代表幹事の安保雅文様、本日

はお越しいただきまして誠にありがとうございま

す。そして、稲垣ガバナー補佐、丸山ガバナー補

佐幹事、先週に引き続きありがとうございます。

ご承知の通り、先週のクラブ協議会では、稲垣ガ

バナー補佐に様々な観点から我々のクラブを知っ

ていただくというなかで、表現の一つひとつまで

捉えられ、私のした表現について質問される場面

もありました。そのことはアドバイスにもなりま

したし、今一度表現の大切さということも学びま

した。フォーラムに先だち開催しました会長幹事

会では、今年度の吉原ガバナーの方針で「仲間を

増やそう」と分かりやすく伝えていただいている

ことによって、我々クラブも非常に運営しやすい

という話をさせていただきましたけど、この伝え

方というものも表現の仕方も含めて大切であると

思いました。 

先日のクラブ協議会には、理事、委員長さんの

みならず、参画意識の高い入会歴の若い人にもた

くさん出席をいただきましたし、我々は入会歴 3

年未満の会員が 22 名ということで非常にキャリ

アを含めて若いクラブでございますが、こういう

公式フォーラムにもたくさんのメンバーが出席し

てくれてありがたいと思っています。また、先月

末に安保代表幹事に長期戦略についてのお話をい

ただいたことは、皆さんも記憶に新しいかと思い

ますけれども、尾道さんの事例を含めて我々に多

くの学びをいただきました。特に、中長期に向け

ての目的と目標というものを明確にして尾道さん

が非常に活躍されるクラブになったという事例は、

まさしく 3 年後には 25 周年を迎え、また 8 年後に

は 30 周年を迎える我々にとって非常に勉強にな

った時でありました。本当にこの場をお借りしま

して厚く御礼を申し上げたいと思います。ありが

とうございました。 

さて、今日は、ガバナー公式訪問のフォーラム

でございます。吉原ガバナーは、非常にお親しみ

やすく、お話しやすいお人でございますので、忌

憚のないディスカッションができればと思ってお
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ります。どうか皆さまご協力をよろしくお願いい

たします。 

以上で冒頭の私のご挨拶とさせていただきます。

本日もよろしくお願いいたします。ありがとうご

ざいました。 

 

◆ ガバナー挨拶 

国際ロータリー第 2710 地区 

ガバナー 吉原久司 様 

 
 

◆ 進行 

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 

 
 

◆ 閉会挨拶 

福山赤坂ロータリークラブ 西川和吉 幹事 

 
 

◆ フォーラムの様子 

 

 

 

 

 

 



18 時 30 分～18 時 50 分 

第 999 回 例会 

●点 鐘  橋本慎吾 会長 

●ソング  [我等の生業] 

●ゲスト  国際ロータリー第 2710 地区 

ガバナー     吉原久司 様 

ガバナー随行幹事 安保雅文 様 

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  ゲスト卓話 

国際ロータリー第 2710 地区 

ガバナー 吉原久司 様 

 

●会長の時間 

 

皆さん、こんばんは。 

ガバナー公式訪問フォーラムに引き続き、たく

さんのご出席をいただきまして、ありがとうござ

います。本年度は変則的なかたちでのガバナー公

式訪問でありまして、本来であれば例会を見てい

ただいた後にフォーラムを行うのが、正しいしき

たりかと思いますが、例会の出席率を向上したい

ということもあり、このように逆転したかたちで

行わせていただきました。吉原ガバナー、安保代

表幹事には、本当に失礼な設えではございますが、

本日このようなかたちでの対応を快く引き受けて

いただきまして、誠にありがとうございます。ま

た、尾道での地区大会では、非常にホスピタリテ

ィあふれる地区大会を体感させていただきまして、

全国からの銘酒も含めて、本当に尾道のファンに

私もなった一人でございます。改めまして、この

場をお借りして会員を代表いたしまして御礼を申

し上げます。ありがとうございました。 

さて、先ほどもありましたように、本日は 999

回という例会でございまして、次週はいよいよ

我々の記念すべき 1000 回の例会となっておりま

す。石井理事、そして吉元委員長の親睦活動委員

会が中心となって企画をしております。山内出席

委員長には、100％の出席でこの 1000 回を迎えた

いという思いで、各会員さんと連携をしていただ

いております。どうか皆さんと共に、この 1000 回

の例会を迎えたいと思いますので、ご協力をよろ

しくお願いします。 

それでは、今日は短い時間となりますが、吉原

ガバナーの卓話を頂戴いたしたいと思います。皆

さん、最後まで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＞ 

 なし 

＜配布物＞ 

なし 

＜回覧＞ 

なし 

 

●出席報告 

本日出席率 87.23％ 

（出席者 41 名 欠席者 13 名 出席免除者 7 名） 

前々回修正出席率 修正なし 

 

●プログラム 

＜ゲスト卓話＞ 

国際ロータリー第 2710 地区 

ガバナー 吉原久司 様 

 



 
 

 
 

 

 
 

ゴールデンゴングは、2020 年に迎える日本のロ

ータリー100 周年を記念して、東京ロータリークラ

ブとロータリー日本事務局が共同で開発し、34 地

区それぞれに配られた物です。ガバナーが公式訪問

の際には必ず鳴らすという事になっています。全て

の公式訪問が終わった際には、34 個全てのゴール

デンゴングを溶かして、1つの大きなゴングを作り、

東京オリンピック・パラリンピックの記念事業に使

う予定だという事です。 

19 時 00 分～19 時 15 分 

2018 年 松永ＲＣ・福山赤坂ＲＣ合同例会 

松永ロータリークラブ  第 2472 回例会 

福山赤坂ロータリークラブ  第 999 回例会 

●点 鐘  松永ＲＣ 大村秀樹 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 

ガバナー     吉原久司 様 

ガバナー随行幹事 安保雅文 様 

 

松永ロータリークラブ 大村秀樹 会長 

 
 

福山赤坂ロータリークラブ 橋本慎吾 会長 

 
 

※ 次回例会 

2018 年 12 月 18 日(火) 18 時 00 分～ 

1000 回記念例会 

会場：一心ビル例会場 

●国家・ロータリーソング斉唱 

●会長の時間 



19 時 15 分～21 時 00 分 

2018 年 松永ＲＣ・福山赤坂ＲＣ合同懇親会 

 

◆ オープニング  

福山大学吹奏楽部 

 

 
 

◆ 開会挨拶 

松永ロータリークラブ 大村秀樹 会長 

 

 

 

 

 

◆ 乾杯 

国際ロータリー第 2710 地区 

ガバナー 吉原久司 様 

 

 
 

◆ 新入会員紹介 

 

 



◆ 歓談 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

◆ 福引 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆ 閉会挨拶 

松永ロータリークラブ 田中庸雄 副会長 

 



◆ 手に手つないで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


