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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] 

●ゲスト  広島県交通安全協会 

OB 藤井岩己 様 

●プログラム  クラブ協議会 

 

●会長の時間 

 

皆さん、こんにちは。 

本日は広島県交通安全協会 OB の藤井岩己様に

ゲストとしてお越しをいただいております。皆さ

まよくご承知とは思いますが、改めてご紹介をさ

せていただきます。去る 4月 23日にアクティブシ

ニア運転講習 IN赤坂が開催に至りましたが、藤井

様には当初より多大なるご尽力を賜っております。

思い起こせば、昨年の夏ごろから回数を重ねて、

創立会長もご出席をいただいたなかでアクティブ

シニア運転講習の流れとなりました。藤井様には、

自動車学校へ何度も足を運んでいただき、山本委

員長と共に、地域に根ざしたすべての団体の方々

との連携を図っていただいた中心的な方でござい

ます。本日はその功労に感謝状を贈ることで、御

礼をさせていただくということでございます。皆

さんもご覧いただいたと思いますが、NHKならび

に広島テレビでの報道、そして読売新聞と山陽新

聞での掲載がされました。昨今のニュースでも

度々報道されていますが高齢者の事故が後を絶ち

ません。そういった意味でもこのアクティブシニ

ア運転講習 IN赤坂が、今後社会的なうねりになる

ひとつのきっかけになればと考えております。次

年度以降もこれは継続させるという西川次年度会

長の考えも聞いております。ぜひ引き続きの藤井

様のご尽力をお願いしまして、本当に厚く御礼を

申し上げます。ありがとうございます 

続きまして、5 月 8 日に次年度体制の理事・役

員・委員長の懇談会がありました。私も冒頭だけ

出席をさせていただいたのですが、非常に盛り上

がっていました。イベリコギャングで心をひとつ

にし、その後二次会まであったと聞いております。

杉原パスト会長には最後までご出席をいただいて、

会を盛り上げていただいたと聞いております。そ

のマグマのような皆さんのいまの気持ちを大切に

してください。今日のプログラムは、今年度の委

員会の活動を振り返るというかたちでのクラブ協

議会でございますけど、いいかたちで次年度体制

が立ち上がりましたので、今年度の皆さんのいろ

いろな反省を元に一年を振り返っていただいて、

しっかりと次年度に引き継いでいきたいと思って

おります。いま日本人は競技の中でリレーが得意

だということです。5月 11日の横浜での国際大会

ではバトンパスでミスをして失格となっていまし

たが、5月 19日の大阪での国際大会では見事なバ

トンパスで今季の世界最高タイムで優勝しており

ます。この結果からも言えるように、いわゆるバ

トンタッチゾーンというのは非常に大事だと考え

ております。いまちょうど福山赤坂 RC は、この

バトンタッチゾーンにおります。今年度の方は気

を緩めることなく最後のゴールになるまで、次年

度の方はそのバトンタッチゾーンをしっかりとコ
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ミュニケーションを図りながら受け継いでいただ

いて、いいかたちで次年度西川丸に繋げていただ

きたいし、私もその力になりたいと思っておりま

す。ぜひ今日のクラブ協議会には、皆さまのご協

力をお願いいたしまして、会長の時間とさせてい

ただきます。本日も一日どうぞよろしくお願いい

たします。ありがとうございました。 

「アクティブシニア運転講習 IN赤坂」の実施に 

あたり、当初より多大なるご尽力を賜りました 

広島県交通安全協会 OBの藤井岩己様へ 

感謝状を贈らせていただきました。 

 
 

●幹事報告 

＜例会変更・休会のお知らせ＞ 

鞆の浦 RC 

≪変更≫ 

日時：5月 28日(火)  

⇒ 5月 24日（金）19：00～ 

場所：季節料理 衣笠 

理由：松永 RCと合同 IM収支報告会 

松永 RC 

≪休会≫ 

日時：5月 27日(月)  

理由：定款第 8条第 1節 

 

＜配布物＞ 

・活動計画用ファイル（各委員会） 

・最終例会のご案内 

 

＜回 覧＞ 

・2019-20年度地区大会仮登録のご案内・出欠表 

・最終例会の出欠表 

●出席報告 

本日出席率 81.25％ 

（出席者 39名 欠席者 9名 出席免除者 7名） 

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＞ 

会員創業創立記念日祝 

中根基博さん 

学校法人 山中学園    1940年 5月 23日 

山内 透さん 

(株)アトラック      2006年 5月 18日 

 

＜申告スマイル＞ 

◆橋本慎吾 会長 

 本日のゲストは、先日の「アクティブシニア運

転講習」で、大変お世話になりました、藤井 岩

己様にお越し頂いております。又、本日のプログ

ラムは、クラブ協議会 今年度委員会活動の振り

返りです。宜しくお願い申し上げます。 

◆西川和吉 副会長 

 広島県交通安全協会 OB 藤井 岩己様、ようこ

そ福山赤坂ロータリークラブにお越しいただき

ありがとうございます。又、本日のプログラムは、

クラブ協議会 今年度委員会活動の振り返りで

す。宜しくお願い申し上げます。 

◆原 隆之 幹事 

 本日のプログラムは、クラブ協議会 今年度委

員会活動の振り返りです。委員長の皆様、宜しく

お願い申し上げます。 

◆麦谷恒雄 パスト会長 

 5月 14日（火）、河村会員のご尽力によりカー

プ観戦に行ってまいりました。大いに盛り上がっ

た良い試合内容でした。ありがとうございました。 

●感謝状贈呈 



◆畑 弓子 会員 

 5月 14日（火）、広島対ヤクルトの野球観戦に

参加しました。カープが勝利し、とても楽しい時

間を過ごさせて頂きました。 

◆山本秀樹 会員 

 本日のゲスト、藤井 岩己様には「アクティブ

シニア運転講習 IN赤坂」実施にあたり、当初よ

り多大なるご尽力を賜り誠にありがとうござい

ました。今後ともご指導のほど宜しくお願い申し

上げます。 

◆河村博文 会員 

 先日は、突然の企画にも関わらず、会員ならび

にご家族の皆様と、カープ観戦に行ってまいりま

した。カープの勝利で、笑顔で帰ることができま

した。ご参加いただいた皆様、ありがとうござい

ました。次年度も楽しい企画を考えてまいります。 

◆山内 透 会員 

 5 月 14 日（火）広島対ヤクルトの野球観戦。

カープの勝利を楽しく見せて頂きました。孫も大

変喜び、楽しんでおりました。ありがとうござい

ました。 

◆熊田祐介 会員 

 5月 12日に佐々木翔陽さん、5月 14日に橋本

会長のご子息のご結婚披露宴を、福山ニューキャ

スルホテルにて施行させて頂きました。このたび

は誠におめでとうございます。ご家族のご繁栄を

祈念申し上げます。 

◆久保廣美 会員 

 5 月 14 日（火）のマツダスタジアムでの、カ

ープ観戦は最高でした。ツアー幹事の河村さん、

ありがとうございました。 

◆天満博之 会員 

 5 月 14 日（火）のカープ観戦親睦ツアー、楽

しく観戦できました。ありがとうございました。 

◆平井啓博 会員 

 仕事の都合により欠席致します。 

◆瀬川貴夫 会員 

 本日、欠席致します。申し訳ございません。 

 

◆田中ひとみ 会員 

 先日は、次年度親睦活動委員長 河村さんの

取り計らいで、カープ観戦に参加させていただ

きました。参加した皆様の熱い応援で、ヤクル

トに勝利することができました。感動をありが

とうございました。 

 

●プログラム 

クラブ協議会 

「今年度委員会活動の振り返り」 

○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 河村博文 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  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 5月 28日（火）12：30～ 

次年度に向けて（西川会長エレクト） 


