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●点 鐘  橋本慎吾 会長 

●ソング  [君が代] [奉仕の理想] 

●入会式  小林春道さん、鈴木臣也さん 

●プログラム  理事・役員・委員長就任挨拶 

 

●会長の時間 

 

皆さん、こんにちは。 

本年一年、今日から皆様にお世話になります。

21 年前に 27 名のチャーターメンバーでこのクラ

ブが発足されました。今もチャーターメンバーの

方も在籍であられるというクラブは、そうそうご

ざいませんし、過去の伝統を、私が 22 年目で襷を

受け取りまして、引き継いで参りますので、何卒

宜しくお願い致します。そういったなかで、第一

回目の例会でございますが、先ほど山内出席委員

長に聞きますと、95％の出席率ということで、後

ほど報告があろうかと思いますが、非常に高い出

席です。山内出席委員長をはじめ、皆様のご協力

のもと今日の第一回目の例会が催されることを嬉

しく思っております。 

さて、本日新たに 2 名、小林さんと鈴木さんの

ご入会があり、27 名で立ち上がったクラブがこれ

で 54 名となり、名誉会員であられます藤原さんを

加えると 55 名となりました。これはこのグループ

10、11 で考えますと非常に成長しているクラブで

あります。そのクラブの会長ということで重責を

担うことに、誇りに思うとともに、責任を非常に

感じております。 

さて、その 2 名が増えたなかで本年度を迎えま

すが、先程は前年度の贈呈式もございましたが、

岩永直前会長、そして西川直前幹事が一年間本当

に地道な活動をされました。私が三点ほど素晴ら

しいなと思ったことがございます。まず、来週控

えておりますが薬物乱用防止のキャンペーンに児

童さんが参加されました。また善行表彰では、も

う一校「市立中学」が加わり、素晴らしい社会奉

仕活動をされました。そしてなにより会員も純増

で３名となっており、あらためまして敬意を表し

たいと思います。 

また本日、新旧の理事会がございました。

2017-2018 年度の決算、そして 2018-2019 年度の

予算に関しましてご承認をいただきました。それ

と、来週開催される薬物乱用防止キャンペーン活

動に関しまして、メークアップとしてのご承認を

いただきましたので、ここで報告をしておきます。 

続きまして、今ありましたように、7 月 10 日 

7 時より開催される、薬物乱用防止の活動に先立ち、

先日、福山西警察署、そして福山市立中学校、済

美中学校へ山本社会奉仕委員長とともに表敬訪問

いたしました。福山西警察署の方は、最近の犯罪

が若年化しているということがあると言われまし

た。警察に薬物乱用防止ビデオもあるので、更に

活動が浸透するように、今回のビラ配りに加え、

学校の方へ訪問し、啓蒙活動をさせて頂く提案を、

各校の校長さんにお話をさせていただきました。

今後、福山西警察署さんとも連携をして、「この地

域全体を安心・安全で住みやすい町にしよう」と、

有意義な話ができたことを報告させていただきま

す。 

222000111888---222000111999               第第第９９９８８８４４４例例例会会会      ２２２０００１１１８８８年年年７７７月月月３３３日日日(((火火火)))   

 



それでは最後になりますが本日のプログラムは、

理事・役員・委員長の就任の挨拶でございます。

今年一年この理事・役員・委員長とともに、一年

間の船出をしていきたいと思いますので、皆様の

ご協力をよろしくお願いして、会長の時間とさせ

ていただきます。一年間よろしくお願いいたしま

す。ありがとうございました。 

 

 

小林春道さん 

職業分類：電気設備工事 

推 薦 者 ：山内 透さん、佐渡伸基さん 

鈴木臣也さん 

職業分類：ビルメンテナンス 

推 薦 者 ：田中ひとみさん、佐木 学さん 

 

＜クラブより直前会長・幹事へのお礼＞ 

 

＜直前会長・幹事よりクラブへのお礼＞ 

 

●幹事報告 

＜例会変更・休会のお知らせ＞ 

府中 RC ≪変更≫ 

今年度より、例会日を毎週月曜日午後６時 30 分

からを変更し、隔週月曜日の開催とします 

（旧）毎週月曜日 午後６時 30 分～ 

（新）第１・３月曜日 午後６時 30 分～ 

鞆の浦 RC ≪変更≫ 

2018 年 7 月 10 日(火) → 7 月 7 日(土)18：30～ 

場所：季節料理 衣笠 

理由：家族夜間例会並びにお手火神事見学 

福山南 RC ≪変更≫ 

  7 月 5 日(木) → 同日 18：30～ 

場所：福山ニューキャッスルホテル 

理由：2018-19 年度 第一夜間例会 

 

＜配布物＞ 

・ﾛｰﾀﾘｰ会員証 

・会費納入のご案内 

・納涼家族夜間例会のご案内 

・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ及び理事役員委員会構成表 

 

＜回 覧＞ 

・納涼夜間家族例会出欠表 

・薬物乱用防止キャンペーン出欠表 

 

●出席報告 

本日出席率 95.91％ 

（出席者 47 名 欠席者 7 名 出席免除者５名） 

前々回修正出席率 修正なし 

 

●委員会報告 

・社会奉仕委員会 

薬物乱用防止キャンペーンについて 

・親睦活動委員会 

納涼家族夜間例会の案内 

 

 

 

 

 

●入会式 

●記念品贈呈 



●スマイル BOX 

＜義務スマイル＞ 

会員誕生記念祝 

佐木 学さん S30.7.1 生 

山内 透さん S24.7.10 生 

久保廣美さん S48.7.13 生 

パートナー誕生記念祝 

武田正敏 令夫人 成子様 7 / 2 生 

谷口宏樹 令夫人 直子様 7/26 生 

山本秀樹 令夫人 裕子様 7/23 生 

松浦宏次 令夫人 真美様 7/13 生 

瀬川貴夫 令夫人 由美様 7 / 4 生 

清水朗弘 令夫人 麗子様 7 / 2 生 

下宮典子 御夫君 利明様 7/27 生 

岡田員宗 令夫人 レニ様 7/11 生 

＜申告スマイル＞ 

◆橋本慎吾 会長 

本日より、一年間どうぞ宜しくお願い致します。

会長職を力の限り務めさせていただきます。そし

て、本日より入会された、小林さん、鈴木さん、

おめでとうございます。そして、ありがとうござ

います。本日のプログラムは、理事・役員・委員

長就任挨拶です。みなさま、どうぞ宜しくお願い

致します。 

◆西川和吉 副会長 

小林さん、鈴木さん、入会誠におめでとうござ

います。一日でも早くクラブの雰囲気に慣れてく

ださい。又、今年度の副会長の職を頑張ります。

皆さん、御協力よろしくお願いします。 

◆原 隆之 幹事 

本日は、新年度第 1 回例会です。この 1 年間、

橋本会長を中心とし、幹事として、皆さんのご支

援のもと進めて参りますので、よろしくお願い致

します。又、本日は新しく小林春道さんと鈴木臣

也さんが入会されます。おめでとうございます。 

◆麦谷恒雄 パスト会長 

小林さん、入会おめでとうございます。私は小

林さんと同郷で、世羅町寺町は私の家の元々あっ

たところで、初めて会った人とは思えません。今

後ともよろしくお願いします。 

◆岩永光司 パスト会長 

昨年度は、皆様に大変お世話になりました。本

当にありがとうございました。そして、いよいよ

橋本新年度がスタートしました。微力ではありま

すが、今年度もクラブに貢献して参りますので、

よろしくお願い致します。 

◆吉池 覚 会員 

私事ではございますが、6 月 26 日に入籍をい

たしました。年甲斐もなく喜んでおります。今後

ともご指導のほどよろしくお願いいたします。 

◆久保廣美 会員 

本日より 1 年間、一生懸命頑張ります。宜し

くお願いします。本日入会の小林様、鈴木様おめ

でとうございます。宜しくお願いします。 

◆吉元友浩 会員 

本日は所用のため、早退させていただきます。

今年度、親睦活動員会の委員長を務めさせて頂き

ます。皆様にとって、またご家族様にとっても、

心に残る親睦ができますよう、委員会メンバー一

丸となって盛り上げていきますので宜しくお願

い致します。 

◆野田和秀 会員 

申し訳ございませんが、本日は所用により早退

させていただきます。 

◆佐渡伸基 会員 

私事ですが、6 月 22 日のＪＡ三原の役員改選

に於いて、代表理事専務に就任致しました。これ

も眞田創立会長をはじめ、赤坂ロータリークラブ

の皆さんのお力添えによるものと心より感謝申

し上げます。本当にありがとうございました。 

6 月 25 日から常勤として出勤しておりますの

で本日欠席致します。また、本日入会される小林

さん、鈴木さんおめでとうございます。 

◆下宮鉄雄 会員 

本日は初日にもかかわらず、海外社用の為、出

席することが出来ず申し訳ありません。会長、副

会長、幹事、委員長の皆様、会員の皆様、又、本

日より入会された会員様おめでとうございます。

どうぞ宜しく御願い致します。 



●プログラム 

＜理事・役員・委員長就任挨拶＞ 

橋本慎吾 会長 

 

西川和吉 副会長 

 

徳永雅俊 会員選考委員長 

 

佐藤 貢 ロータリー情報委員長 

 

河村博文 職業奉仕委員長 

 

 

 

山本秀樹 社会奉仕委員長 

 

松浦宏次 青少年奉仕委員長 

 

中根基博 国際奉仕委員長 

 

今川忠男 ロータリー財団委員長 

 

杉原康生 米山奨学会委員長 

 



 

佐木 学 広報・雑誌等委員長 

 

山内 透 出席委員長 

 

石井宏和 プログラム委員長 

 

田中ひとみ SAA 委員長 

 

谷口宏樹 会計 

 
 

 

眞田奈津基 長期戦略計画委員長 

 

岩永光司 会計監査 

 

原 隆之 幹事 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 次回例会 

2018 年 7 月 10 日（火）12 時 30 分～ 

決算・予算報告 

 


