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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  赤坂学区自治会連合会 

会長 吉村恒男 様 

赤坂学区老人クラブ連合会 

会長 藤原美則 様 

福山西交通安全協会 赤坂支部 

会長 金尾訓利 様 

公益財団法人広島県交通安全協会 

広島県交通安全活動推進センター 

福山西支所 

支所長  池田雅宣 様  

広島県交通安全協会 

OB 藤井岩己 様 

●プログラム  ゲスト卓話 

福山西警察署 

交通課長 広島県警部 立畠 薫 様 

 

●会長の時間 

 

皆さま、こんにちは 

まず、本日のゲストとして、福山西警察署の立

畠薫交通課長をはじめ、赤坂地区にゆかりのある

各団体から吉村会長、藤原会長、金尾支部会長、

池田支所長、藤井様にお越しいただいております。

これだけ多くのゲストを迎えての例会というのは、

私には入会以来経験はなく本当に嬉しく思ってお

ります。最後までどうぞよろしくお願いいたしま

す。 

さて、先週の例会でございますが、福山青年会

議所の藤本理事長に石井理事の招聘によってお越

しをいただき、「青年の運動」というテーマで卓話

をいただきました。実は石井理事も 50 周年という

節目の理事長を経験された方でございまして、我

がクラブには、その他にも青年会議所の OB が非

常に多くございます。私もその一人でございまし

て、青年会議所の運動を通じて様々なことを学び、

そのことがいま社会で、そして経営者としても活

きています。学びを求める志を持った若者がもっ

ともっと集まる街になってほしい、そして青年の

運動がより活発になることを願っております。ま

ずは石井理事本当にありがとうございました。 

続きまして、報告がございます。本日臨時理事

会を開催し、三点の議論をさせていただきました。

一点目は、地区の補助金に二つの申請を上げさせ

ていただこうと急速なピッチで進めておりまして、

臨時理事会にもご出席いただきました今川委員長

に、いま地区補助金の担当関係各位と連携を図っ

ていただいております。一つは、本日の例会プロ

グラムに沿うものですが、高齢者を中心とした交

通安全を推進していくという活動へのご支援を、

補助金申請したいと考えております。後ほど山本

委員長の方から、そのあたりの話をまとめの中で

やっていただきます。もう一つは、昨年 7 月にご

ざいました豪雨災害に対しまして、地区からクラ

ブ負担金なしで最大 60 万円の補助金が出る流れ

となっております。このマックスの 60 万円を目指

していきます。この赤坂地区が、再び災害に見舞

われた時に役に立つものを導入させていただこう
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ということで、山本委員長に現場からのご意見を

収集していただいたところ、発電機というものを

贈ってほしいという話が来ております。引き続き、

今川委員長と山本委員長の方で連携を図っていた

だき進めていきたいと思います。これらの二つを

今後地区補助金への申請を上げていきます。3 月末

に申請が完了して、4 月中に結論が出る流れとなっ

ておりますので、皆さまご承知おきください。二

点目は、先日もお話ししましたが、福山市の小中

学校の図書館の整備についてです。整備費用は、

一つの学校で約 180 万円掛かるということで、聞

きますと小中合わせて 100 校くらいあるというこ

とですから、約 2 億円近くの整備目標であるとい

うことです。ロータリーを中心に各団体に三好教

育長が働きかけられていますが、我が赤坂ロータ

リークラブも善行児童表彰で福山市の教育委員会

にもお世話になっておりますので、積極的に検討

しようという方向になりました。次回 3 月度理事

会で、最終的にその内容について諮ることとなっ

ております。三点目は、残念なことですが、佐藤

貢パスト会長が 6 月末まで休会ということでござ

います。来期にはまた復活していただけるという

話になっておりますので、皆さまご承知おきくだ

さいませ。以上、臨時理事会の報告をさせていた

だきます。 

最後になりますが、本日のプログラムは、「交通

情勢について」というテーマで、立畠交通課長に

卓話をいただきます。我々は日頃、交通安全とい

うことを何となくしか意識をしていませんが、今

日の立畠課長のお話を聞いて、5 月の春の交通安全

週間のなかで予定しております赤坂ロータリーク

ラブの主催行事に向けて、交通安全への意識を高

めていただきたいと思います。また、今日もご出

席いただいている皆さま方と共に、この赤坂地区

が、交通事故も含め死亡者も“ゼロ”を目指してい

くための本日の例会行事となっておりますので、

皆さま最後まで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わります。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＞ 

鞆の浦 RC 

≪変更≫ 

日時：3 月 12 日(火) → 3 月 9 日(日)12：30～ 

場所：福山ニューキャッスルホテル 

理由：G10・11 合同 IM 開催のため 

 

福山北 RC 

≪変更≫ 

日時：3 月 8 日(金) → 3 月 9 日(土) 

場所：福山ニューキャッスルホテル 

理由：G10・11 合同 IM 参加 

≪変更≫ 

日時：3 月 29 日(金) → 3 月 24 日(日) 

場所：姫路市（酒蔵見学・姫路城見学） 

理由：親睦家族旅行 

≪休会≫ 

日時：3 月 22 日(金) 

理由：定款第 8 条第１節 

＜配布物＞ 

・3/9(土)IM 出席者へ IM 開催要領 

・福山西警察署発行 交通安全ニュース 

・高齢運転者研修会概要及び名称アンケート 

＜回 覧＞ 

・米山特別寄付・学友会援助 

 

●出席報告 

本日出席率 70.83％ 

（出席者32名 欠席者23名 出席免除者8名） 

前々回修正出席率 なし 

 

●委員会報告 

なし 

 

 

 

 

 



●スマイル BOX 

＜義務スマイル＞ 

会員入会記念祝 

今川忠男さん  2008 年 2 月 5 日 

橋本大輔さん  2012 年 2 月 7 日 

東森由倫さん  2013 年 2 月 5 日 

橋本慎吾さん  2014 年 2 月 17 日 

 

＜申告スマイル＞ 

◆橋本慎吾 会長 

本日のゲスト、赤坂学区自治会連合会 会長 吉

村恒男様、赤坂学区老人クラブ連合会 会長 藤

原美則様、福山西交通安全協会 赤坂支部 会長 

金尾訓利様、公益財団法人 広島県交通安全協会 

広島県交通安全活動推進センター  福山西支所 

支所長  池田雅宣様 、広島県交通安全協会 OB 

藤井岩己様、福山西警察署 交通課長 広島県警部 

立畠薫様、ようこそお越しくださいました。立畠

様、本日の卓話、宜しくお願い申し上げます。又、

石井理事におかれましては、先週の（一社）福山

青年会議所理事長 藤本俊様を招聘いただきあ

りがとうございました。 

◆原 隆之 幹事 

 福山西警察署 交通課長 広島県警部 立畠薫様、

卓話を宜しくお願い申し上げます。又、本日お越

し頂いたゲストの皆様、ありがとうございます。 

◆山本秀樹 会員 

 本日はご多忙にも関わらず、赤坂学区自治会連

合会 会長 吉村恒男様、赤坂学区老人クラブ連合

会 会長 藤原美則様、福山西交通安全協会 赤坂

支部 会長 金尾訓利様、公益財団法人 広島県交

通安全協会  広島県交通安全活動推進センター 

福山西支所 支所長  池田雅宣様 、広島県交通安

全協会 OB 藤井岩己様、福山西警察署 交通課長 

広島県警部 立畠薫様、ようこそお越しください

ました。新事業に向けて、今後もご指導のほど宜

しくお願い申し上げます。 

 

◆西川和吉 副会長 

本日は欠席となり申し訳ございません。 

◆桑田真由美 会員 

体調不良（インフルエンザ）のため、欠席させて

頂きます。 

◆池上創 会員 

所用により欠席させて頂きます。 

 

●プログラム 

＜ゲスト卓話＞ 

福山西警察署 交通課長 広島県警部 

立畠 薫 様 

テーマ：「交通情勢について」 

 

 

※ 次回例会案内 

2019年3月5日(火) ⇒ 2019年3月9日(土)  

福山ニューキャッスルホテル 

３F 光耀の間にて G10・11 合同 IM 

（12：45 に光耀の間前に集合） 

 

2019 年 3 月 12 日(火) 12：30～ 

会員卓話 鈴木臣也さん 

 
 


