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●点 鐘  橋本慎吾 会長 

●ソング  [我等の生業]  

●プログラム  地区研修・協議会報告 

 

●会長の時間 

 

皆さん、こんにちは 

令和になって初めての例会でございます。初の

10 連休を皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。

令和に入って、期待感とか明るくいいイメージが、

皆さんの中にはあるのではないかと思います。し

かしながら、世界的に見ますとアメリカと中国の

貿易摩擦が凄く過激な状況になりまして、今日も

株価が大幅に下落をしているということで、令和

に入るといわゆるグローバルな社会に、さらに推

し進んでいくように感じている今日この頃です。

そんな中で本年度の例会は、本日を含めましてあ

と６回となりますが、最後まで気を緩めることな

く皆さんと共に推し進めてまいりたいと思います

ので、ご協力をよろしくお願いいたします。 

さて、もう随分前といった雰囲気もありますけ

ど、4 月 23 日にアクティブシニア運転講習 IN 赤

坂の第一回目を開催させていただいたことは、皆

さんの記憶にはまだ新しいと思います。ご承知の

通り、いま社会的な問題となっていることに対し

ていち早くこの福山赤坂 RC が取り組んだという

ことで、NHK、そして広島テレビでも放映される

くらいマスコミ関係各位からも注目をされており

ます。この中でのポイントは、マスコミに対して、

山本委員長が思いを込めたしっかりとしたメッセ

ージを発信し、記者の方、そしてマスコミの方が

受け入れてくださったことです。そしてもうひと

つのポイントは、昨日もご年配の方がアクセルと

ブレーキを間違えたということで重傷を負われた

親子がいらっしゃいましたけど、この社会的な問

題へのアプローチを高齢者が日常運転される一般

公道で開催したことにあり、この事業の重要性を

ご理解いただけたことだと思います。次の西川年

度以降もこちらは継続事業として取り組んでいた

だけるということになっております。また、山本

委員長の取り計らいにより、ロータリーの友に対

しても掲載の段取りを推し進めていただいており

ますので、ご報告をさせていただきます。 

続きまして、本日理事会がございましたので 4

点の報告をさせていただきます。1 点目のプログラ

ムについては、あとの 6 回を活動計画書の通りで

変更なく進めさせていただきます。2 点目の予算実

行状況についてもご承認をいただいております。

そして 3 点目ですが、本日から 10 月まではクール

ビズ期間となっております。早い方はすでにクー

ルビズでお越しいただいておりますが、来週から

は皆さんクールビズでのご参加をお願いいたしま

す。次に 4 点目ですが、大変残念ではございます

が退会者が 3 名でております。長年この福山赤坂

RC を支えていただいた方々ばかりでございます。

今日もご出席をいただいています神原パスト会長、

そして武田パスト会長、佐藤貢パスト会長、以上 3

名の方が退会ということで非常に残念ではござい

ますが、また次の新たな道に向けて頑張られると
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いうことでございます。皆さまへのお願いとして、

本年度 4 名の方が会員として増えましたが、退会

者が 4 名でたということで、いま増減がゼロとな

っております。残り 2 か月ではございますが、畑

委員長と私もいま積極的に勧誘をしております。

皆さんも改めて周りを見回していただいて、会員

の増強に向けてのご配慮をいただけたら幸いです。 

最後になりますが、本日のプログラムは地区研

修・協議会報告でございます。次年度の西川体制

のメンバーで、先週の土曜日に参加をされた地区

研修の報告でございます。皆さまの積極的なご参

加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。本日も一日よろしくお願い

いたします。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＞ 

・ロータリーの友及びガバナー月信 5 月号 

・2019-20 年度 会員手帳（購入希望者のみ） 

 

＜回 覧＞ 

・第 10 回福山赤坂 RC ゴルフコンペ出欠表 

・財団室ニュース 5 月号 

・ハイライト米山 

 

●出席報告 

本日出席率 78.26％ 

（出席者 36 名 欠席者 13 名 出席免除者 9 名） 

前々回修正出席率 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＞ 

会員結婚記念祝 

神原一省さん   5 月 2 日 

山本秀樹さん   5 月 29 日 

眞田奈津基さん 5 月 14 日 

馬場正人さん   5 月 4 日 

佐木 学さん   5 月 5 日 

下宮鉄雄さん  5 月 30 日 

杉元一昌太さん 5 月 20 日 

 

 

＜申告スマイル＞ 

◆橋本慎吾 会長 

 史上初の 10 連休、皆様いかがお過ごしでした

か？久しぶりにお会いできて嬉しく思っており

ます。先日の地区研修・協議会に参加された皆様、

お疲れ様でございました。本日の報告、宜しくお

願い申し上げます。 

 

◆西川和吉 副会長 

 先日の地区研修・協議会に参加いただいた皆様、

ありがとうございました。本日の報告、宜しくお

願い申し上げます。 

 

◆原 隆之 幹事 

 河村会員、カープ観戦チケットを手配いただき

ありがとうございます。又、次年度の理事の皆様、

地区研修・協議会報告を宜しくお願い申し上げま

す。 

 

◆今川忠男 パスト会長 

 本日の地区研修・協議会報告、ロータリー財団

部門について報告させて頂きます。宜しくお願い

申し上げます。 

 

◆石井宏和 会員 

 先日の地区研修・協議会に参加してまいりまし

た。連休明けのお忙しい中、参加いただきました

理事、役員、委員長、委員の皆様、ありがとうご

ざいました。 

 



◆桑田真由美 会員 

 此度、第 5 回福山ブランドにて、①産品・サ

ービス部門、②素材・技術部門の 2 部門の認定

を頂きました。6 月の広報ふくやまに掲載されま

す。ふるさと納税の商品などに使っていただける

ことで、絶好のアピールとなりますことを嬉しく

思っております。 

 

◆馬場正人 会員 

 次年度社会奉仕委員長として、地区研修・協議

会に参加してまいりました。他クラブの奉仕事業

の報告を聞くことで、大きな学びとなりました。

次年度の活動に活用致します。 

 

◆瀬川貴夫 会員 

 先日の地区研修・協議会に参加してまいりまし

た。次年度は青少年奉仕委員長を務めさせて頂き

ます。皆様、ご理解とご協力のほど宜しくお願い

申し上げます。 

 

 

●プログラム 

地区研修・協議会報告 

 

 

 

 

 

 
 

 

※ 次回例会 

2019 年 5 月 21 日（火）12：30～ 

クラブ協議会 

 



 2019-20 年度 地区研修・協議会  

 2019 年 5 月 11 日（土） 広島国際会議場  

 

 

 

 

 福山赤坂 RC カープ観戦親睦ツアー  

 2019 年 5 月 14 日（火） マツダスタジアム  

 

 

 

 


