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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  クラブ協議会「後期に向けて」 

 

●会長の時間 

 

皆さま、こんにちは 

本日は 1002 回目の例会ということでございま

すが、その例会回数に関しまして混乱をされてい

るかと思いますので、改めてご説明させていただ

きます。ガバナー公式訪問の際に、フォーラム後

に例会、またその後に松永さんとの合同例会があ

りましたけど、フォーラム後の例会を例会の一回

にカウントさせていただき、松永さんとの合同例

会は懇親会の位置づけとしますので、例会回数は

その時点で 999 回です。そして年末にございまし

た 12 月 18 日の例会が 1000 回の記念例会という

かたちでございます。混乱を招いて申し訳ござい

ません。冒頭にお詫びを申し上げます。 

それでは、先週木曜日に行われました新年家族

例会では、新入会員の方が二名ご入会をされまし

た。天満博之さんと佐藤泰之さん、ご入会本当に

ありがとうございます。天満さんの推薦をいただ

きました眞田創立会長、そして佐木会員。佐藤さ

んの推薦をいただきました眞田奈津基パスト会長、

そして東森会員、本当にありがとうございました。

また懇親会では、生まれて初めてマグロの解体と

いうものを目の当たりにさせていただきまして、

 元委員長の企画力と熊田会員の絶妙な仕切りに

よって、会場が割れんばかりの盛り上がりになっ

たことを本当に嬉しく思っております。じつは私

の家内は生物が苦手ですが、このマグロは食べら

れたということで本当に喜んでおりました。こう

いうこともクラブ会員がこれだけ増えたというこ

とによって達成可能な家族例会であったように思

っております。本当にありがとうございました。 

次に１月度の理事会の報告をさせていただきま

す。まず後期のプログラムに関しましてほぼ内容

が固まりご承認もいただきました。また予算の実

行状況についてもその推移に関しましてご承認を

いただきました。もう一点、徳永会員から後期の

半年間の休会申請、麦谷会員からは出席免除申請

がございましたが、ともにご承認されております。

報告は以上です。 

さて、１月というのは職業奉仕月間となってお

ります。次回の例会は佐々木会員の職場で例会で

ございますので、皆さん楽しみにしておいていた

だきたいと思います。ロータリーの百科事典をめ

くってみますと職業奉仕を考えるという項目のな

かに「ロータリアンは日々の仕事を通じて生きる

力の根本である自らの道徳能力を高め、それを社

会に反映させることを責務と考えて努力している

ことです。」というふうなことが書いてございまし

た。ここを一読したなかで、自らも道徳能力を高

めるということが大切だと感じました。次回の

佐々木会員の職場でそういう道徳心というものを

改めて学び、自らも高めていきたいと思います。

皆さんも次の例会を楽しみにしておいていただき

たいと思います。 
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最後になりますが、本日のプログラムは「後期

に向けて」ということでクラブ協議会でございま

す。各委員長さんから後期に向けてのお話があろ

うかと思いますけど、皆さんと協議をした上での

委員長の発表となりますので、皆さまのご協力を

よろしくお願いして会長の時間といたします。本

日も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＞ 

福山丸之内 RC 

≪休会≫ 

日時：1月 14日(月)  

理由：法定休日（成人の日）のため 

福山北 RC 

≪変更≫ 

2019年 1月 18日(金) → 同日 12：30～ 

場所：大念寺（佐伯会員） 

理由：職場例会 

府中 RC 

≪変更≫ 

2018年 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≫ 

2019年 1月 10日(木) → 同日 18：30～ 

場所：福山ニューキャッスルホテル 

理由：新年夜間例会 

≪休会≫ 

日時：1月 17日(木)  

理由：定款第 8条第１節 

福山西 RC 

≪変更≫ 

2019年 1月 8日(火) → 1月 12日(土)19：00～ 

場所：福山ニューキャッスルホテル 

理由：新年同伴夜間例会 

2019年 1月 22日(火) → 同日 12：30～ 

場所：日鐵鋼業株式会社（福山市曙町） 

理由：職場例会 

＜配布物＞ 

・ロータリーの友及びガバナー月信 1月号 

・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ及び理事役員委員会構成表 

 

＜回 覧＞ 

・財団室ニュース 1月号 

 

●出席報告 

本日出席率 73.46％ 

（出席者 36名 欠席者 19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 

・広報雑誌等委員長 

ロータリーの友の紹介 

・親睦活動委員会 

新年家族例会の御礼 

・職業奉仕委員会 

職場例会の案内 

 

●スマイル BOX 

＜義務スマイル＞ 

会員結婚記念祝 

武郷義昭さん 昭和 45年 1月 22日 

中根基博さん 昭和 59年 1月 14日 

清水朗弘さん 平成 11年 1月 1日 

熊田祐介さん 平成 21年 1月 18日 

 

＜申告スマイル＞ 

◆今川忠男 パスト会長 

 昨年末は、大変お忙しい中、母の通夜、葬儀に

多くの参列を賜り心より感謝申し上げます。尚、

香典のお返しにつきましては、クラブの慣習に従

い御礼をさせて頂きます。取り急ぎ、御礼申し上

げます。 

◆橋本慎吾 会長 

 先日、ご入会されました、天満 博之さん、佐

藤 泰之さん、おめでとうございます。ご推薦を

いただいた、眞田創立会長、佐木会員、眞田パス



ト会長、東森会員、誠にありがとうございました。

又、先日の新年夜間家族例会では、吉元委員長率

いる親睦活動委員会の皆様、誠にありがとうござ

いました。本日のプログラムは、クラブ協議会「後

期にむけて」です。皆様のご協力を、何卒、宜し

くお願い申し上げます。 

◆西川和吉 副会長 

 先日の新年夜間家族例会にご参加いただいた

皆様、ありがとうございました。本日のプログラ

ムは、クラブ協議会「後期にむけて」です。宜し

くお願い申し上げます。 

◆原 隆之 幹事 

 先日の新年夜間家族例会では、吉元委員長率い

る親睦活動委員会の皆様、誠にありがとうござい

ました。又、新入会員の天満さん、佐藤さん、ロ

ータリアンとしての今後のご活躍をお祈り申し

上げます。 

◆谷口宏樹 パスト会長 

 天満さん、佐藤さん、ご入会おめでとうござい

ます。共に成長してまいりましょう。 

◆石井宏和 会員 

 前々回の 1000回記念例会、前回の新年夜間家

族例会に、多くのメンバーの皆様、ご家族の皆様

に、ご参加いただきありがとうございました。引

き続き、皆様に楽しんでいただけるよう、親睦委

員会メンバーで努力してまいります。 

◆吉元友浩 会員 

 前々回の 1000回記念例会、前回の新年夜間家

族例会に、多くのご出席を賜りましたこと御礼申

し上げます。又、年末の橋本会長杯ゴルフコンペ

では、優勝させて頂きありがとうございました。 

◆清水朗弘 会員 

 私が幹事を務めさせていただいた年末の橋本

会長杯ゴルフコンペには、橋本会長の人望の厚さ

に比例して、多数のご参加をいただきありがとう

ございました。又、新年夜間家族例会では、「年

男」をお祝い頂きありがとうございました。 

◆天満博之 会員 

 入会させて頂き、ありがとうございます。今後

とも宜しくお願い申し上げます。 

◆佐藤 貢 パスト会長 

 新年あけましておめでとうございます。本年も

宜しくお願い申し上げます。所用が多くて申し訳

ございません。 

◆桑田真由美 会員 

 仕事の都合により例会を欠席させて頂きます。 

◆平井啓博 会員 

 仕事の都合により例会を欠席させて頂きます。 

 

●プログラム 

＜クラブ協議会 「後期に向けて」＞ 

○会員組織部門 

会員選考委員会 神原一省 副委員長 

 

会員増強職業分類委員会 畑 弓子 委員長 

 

Ｒ情報委員会 麦谷恒雄 副委員長 

 



○奉仕プロジェクト部門 

職業奉仕委員会 佐々木翔陽 副委員長 

 

社会奉仕委員会 山本秀樹 委員長 

 

青少年奉仕委員会 松浦宏次 委員長 

 

国際奉仕委員会 中根基博 委員長 

 

 

 

○ロータリー財団等部門 

ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会 今川忠男 委員長 

 

米山奨学会委員会 杉原康生 委員長 

 
 

○クラブ管理運営部門 

広報・雑誌等委員会 佐木 学 委員長 

 

出席委員会 山内 透 委員長  

 
 



親睦活動委員会 吉元友浩 委員長 

 

プログラム委員会 石井宏和 委員長 

 
 

○SAA 田中ひとみ 委員長 

 
 

○会計 谷口宏樹 理事 

 
 

 

 

 

○長期戦略計画委員会 眞田奈津基 委員長 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 次回例会 

2019年 1月 15日（火） 

クラブ細則第 5条第 2節により休会 

2019年 1月 22日（火）12：30～ 

職場例会（鈴明山 浄泉坊） 

「お寺の紹介と急な葬儀に困らないための 

事前準備」 

 

 


