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◇◇ 第 1000 回記念例会 ◇◇ 

●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  年次総会 

 

●会長の時間 

 

皆さま、こんばんは。 

本日は記念すべく第 1000 回目の例会の開催と

なります。藤原名誉会員にもご出席を賜り、この

1000回目を迎えられることを本当に嬉しく思って

おりますし、ひしひしとこの歴史の重みを感じて

いる次第でございます。当初のプログラムではガ

バナー公式訪問という予定でしたが、前倒しで先

週終わりましたので、ちょうどこの 1000 回を皆さ

まと共にお祝いしたいという私の思いもございま

して、親睦委員会の方に依頼を急遽いたしました。

石井理事、吉元委員長を中心とした親睦活動委員

会の皆さまの多大なるご協力を賜りまして、今日

の開催に至ったということを厚く御礼を申し上げ

たいと思います。また、本日の例会へご出席の叶

わない 4 名の方にメークアップをしていただきま

して、出席率が 100%の記念例会を迎えることとな

りました。山内委員長、杉元副委員長のリーダー

シップ、そして熱い思いで、この記念すべく 1000

回目の例会を 100％で迎えられたということも非

常に感慨深いものでございます。山内委員長、本

当にありがとうございます。 

さて、先週のガバナー公式訪問、そして松永 RC

さんとの合同例会に多数のご出席をいただきまし

て、無事に公式フォーラム、そして合同例会が終

わったことをご報告させていただきます。今年度

の吉原ガバナーは「仲間を増やそう、すべてはそ

こから始まる」という基本目的を掲げられていま

すが、会長幹事会のなかで、福山赤坂 RC は非常

にこの地区を牽引するクラブであり模範となるク

ラブであるというようなお言葉をいただきました。

本当に嬉しいお言葉でございます。皆さまと一緒

にガバナー公式訪問をいいかたちで終われたこと

を感謝申し上げたいと思います。そういったなか

で、この今日の 1000 回の節目から、さらに飛躍す

る福山赤坂 RC になっていくことを祈念いたしま

す。 

さて、本日の例会のプログラムは年次総会でご

ざいます。次年度の理事役員案を上程いただく予

定となっております。皆さまのご協力をよろしく

お願いいたしまして、会長の時間とさせていただ

きます。今日も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＞ 

福山西 RC 

≪休会≫ 

◇日時：12 月 25 日（火） 

理由：クラブ細則第 5 条第 2 節 
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福山丸之内 RC 

≪変更≫ 

◇日時：12 月 17 日(月)⇒ 同日 19：00～21：00 

場所：ｵｰｾﾝﾃｨｯｸ ｼﾞｬｰﾆｰ（福山市三之丸町 3-1） 

理由：クリスマス家族例会のため 

≪休会≫ 

◇日時：12 月 24 日(月) 

理由：法定休日（天皇誕生日の振替休日） 

◇日時：12 月 31 日(月) 

理由：定款第８条第１節  

福山南 RC 

≪変更≫ 

◇日時：12 月 20 日(木)⇒12 月 22 日(土) 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 

福山北 RC 

≪変更≫       

◇日時：12 月 14 日(金)⇒12 月 9 日(日) 15：30～ 

場所：こぶしヶ丘学園 

理由：イルミネーション点灯式及び夕食会 

≪休会≫ 

◇日時：12 月 28 日(金) 

理由：定款第８条第１節 

鞆の浦 RC 

≪休会≫ 

◇日時：12 月 25 日(火) 

理由：定款第８条第１節 

◇日時： 1 月 1 日(火) 

理由：法定休日(元日) 

≪変更≫ 

◇日時：12 月 4 日(火) ⇒ 同日 18：30～ 

場所：季節料理 衣笠 

理由：忘年夜間例会 

福山東 RC 

≪変更≫ 

◇日時：12 月 19 日(水) ⇒ 同日 18：30～20：30 

場所：福山ニューキャッスルホテル 

理由：クリスマス家族夜間例会のため 

≪休会≫ 

◇日時：12 月 26 日(水)  

理由：クラブ細則第 5 条第 2 節 

◇日時：1 月 2 日(水) 

理由：お正月のため 

福山 RC 

≪休会≫ 

◇日時：１２月２４日(月) ⇒ 休会 

理由：天皇誕生日の振替休日 

◇日時：１２月３１日(月) ⇒ 休会 

理由：大晦日の為 

＜配布物＞ 

・後期会費納入のお願い 

・1/5 新年家族例会のご案内 

・1/22 職場例会のご案内 

・門田会員より全会員へお菓子の差し入れ 

＜回 覧＞ 

・1/5 新年家族例会の出欠表 

・1/22 職場例会の出欠表 

・3/9 IM 出欠表 

・ハイライト米山 

 

●出席報告 

本日出席率 100.00％ 

（出席者 48 名 欠席者 6 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 

・親睦委員会 

1/5 新年家族例会のご案内 

・職業奉仕委員会 

1/22 職場例会のご案内 

●スマイル BOX 

＜義務スマイル＞ 

会員創業創立記念祝 

西川和吉さん 

  ㈱ニックス      H2.12.6 

河村博文さん 

  ㈱サードプレイス    S53.12.1 

杉元一昌太さん 

  曙工芸㈱            S42.12.14 

＜申告スマイル＞ 

割愛 



●プログラム 

＜年次総会＞ 

 

 

 

次年度、2019 年～2020 年で会長を拝命いたし

ました西川和吉です。福山赤坂ロータリークラブ

の伝統を継承し、また新しい奉仕活動を模索し、

この前にいらっしゃいます理事役員の方と一致団

結して邁進しクラブを運営してまいりますので、

ご協力をお願いいたします。よろしくお願いしま

す。 

 

※ 次回例会案内 

2019 年 1 月 5 日(土) 18 時 00 分～ 

新年家族夜間例会 

場所：福山ニューキャッスルホテル 

 

●1000 回記念例会懇親会 

＜司会・進行＞ 

クラブ管理運営部門 石井宏和 理事 

 
 

＜開会の挨拶＞ 

橋本慎吾 会長 

 

改めまして、皆さまこんばんは 

先ほどもお話したように、多くの先人の方々に

よって 22 年前の創立以来積み重ねてこられた例

会の回数が、今日で記念すべき 1000 回目というこ

とで、先人の方々に対する感謝の念、そして本当

に歴史の重みを感じている次第でございます。ま

た、この例会会場をご提供くださっている一心グ

ループの方々に感謝を申し上げるとともに、今日

の会を迎えられたことを嬉しく思っております。 

節目が多いと根は深いとよく言われますが、節

目というのは非常に大切かなと私は常日頃から思

っております。節目節目ではお祝いをしたり語り

合ったりするものですが、本日はチャーターメン

バーの 4 名の方と藤原名誉会員にもご出席賜って

おりますので、1000 回を振り返っての思い出も含

め、皆さんと共に語らい合いたいと思います。ま

た、親睦活動委員会も非常に手の込んだ内容の企

画を準備してくれています。本当に思い出になり

記憶に残る 1000 回例会になればいいなというふ



うに思います。 

本年最後の顔合わせとなりました今日の例会で

ございます。皆さんと共に今年一年の労を労い、

そして来年また頑張ろうというふうな会にもなれ

ば幸せでございます。それでは、最後まで皆さん

と楽しんでまいりたいと思いますのでよろしくお

願いします。ありがとうございました。 

 

＜記念品贈呈＞ 

例会場として大会議室、そして駐車場を当クラ

ブに使わせていただいております株式会社一心様

に日頃の感謝の気持ちを込めまして記念品の贈呈

をさせていただきました。 

株式会社一真 代表取締役会長 眞田惣行 様 

 

 
 

＜鏡開き＞ 

福山赤坂 RC の今後のさらなる発展、 

また皆さまのご多幸を祈念いたしまして鏡開き 

 

＜乾杯＞ 

眞田惣行 創立会長 

 

 
 

＜これまでの例会の記録で振り返る＞ 

例会の記録写真をスライドで見ながら当時の思

い出を皆さんに語っていただきました。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

＜皆さんの笑顔＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

＜閉会の挨拶＞ 

 
 

＜手に手つないで＞ 

 

 

 

 


