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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] 

●プログラム  次年度に向けて 

西川和吉 会長エレクト 

 

●会長の時間 

 

皆さん、こんにちは 

今日までトランプさんが長期来日されたという

ことですが、日米の関係性がより近くなっている

ように感じているのは私だけではないと思います。

トランプさんは賛否両論ある方ですけど、非常に

コミュニケーションというものを大切にされてい

る方かなと私は思います。円満にいくためには、

家族もそうですが言葉の壁がある国同士では、よ

りコミュニケーションというのが大事に思います。

このコミュニケーションというものを積極的にト

ランプさんがとられて、北朝鮮の問題も含めた世

界平和というところに一歩踏み出して行きつつあ

るように実感しております。そこでキーワードは、

やはりリーダーシップをとるということです。私

もそうですけど、ここにいらっしゃる方はすべて

各社へ帰られたらリーダーであると思いますけど、

行動力ということが非常に大切になってくるかな

と思う今日このごろでございます。 

さて、5月はロータリーとしてどういう強化月間

なのかなと改めて読み返しますと、青少年奉仕に

対する強化月間となっております。ロータリアン

としては、今日のリーダーの役割とは、明日のリ

ーダーを育てるという事が、大切な役割の一つで

あるといわれております。私も昨年 NPO法人を立

ち上げて、青少年育成ということに向き合ってい

ますが、ロータリアンとしては、この度、図書館

の整備をしている福山市の教育委員会に対しまし

て、西川次年度会長と一緒に寄付をお持ちしよう

と考えております。そういう環境を整備していく

こともそうですし、福山赤坂 RC では善行児童生

徒表彰ということを毎年積み重ねておりますけど、

地域地域でリーダーシップをとれる青少年を育成

するという努めも、我々ロータリアンにはあるの

ではないでしょうか。そのことをいま一度、私も

含めて皆さまご認識をいただければと思います。 

さて、本日は西川会長エレクトによる「次年度

に向けて」ということでございます。皆さまのお

手元には、西川次年度会長の方針が書かれた資料

が配布されています。私はいつも競技に例えてい

ろんな表現を会社の中でもするんですけど、アス

リートで優秀な人は常に準備ということを大切に

されています。いろんなコメントを聞いてもやは

り準備ということを非常に言われます。例えば、

走高跳では助走という準備がありますし、リレー

走では先週もお話ししたバトンタッチゾーンとい

うことが大事になってきます。野球でいえばキャ

ンプがありますが、これも大事な準備だと思いま

す。そういういろんな競技に置き換えても準備と

いうのは大事だと思います。5月、6月というのは、

次年度に向けての準備として大事な時期、そして

本年度の集大成という大事な時期でございますの

で、皆さんと共にこの大事な時期をしっかりと気
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を緩めることなく、一日一日また一週間一週間を

過ごしていきたいと思いますのでご協力をよろし

くお願いします。 

以上で会長の時間を終わります。今日も一日よ

ろしくお願いします。 

 

 

 

●幹事報告 

＜例会変更・休会のお知らせ＞ 

鞆の浦 RC 

≪変更≫ 

日時：6月 18日（火） ⇒ 同日 18：30～ 

理由：新旧理事引継会並びに親睦夜間例会 

場所：季節料理 衣笠 

福山丸之内 RC 

≪変更≫ 

日時：6月 24日（月）⇒ 同日 19：00～21：00 

理由：最終家族例会のため 

場所：福山ニューキャッスルホテル 

福山西 RC 

≪休会≫ 

日時：6月 25日（火）  

理由：クラブ細則第 5条第 2節による 

松永 RC 

≪休会≫ 

日時：6月 10日（月）  

理由：定款 8条第 1節による 

≪変更≫ 

日時：6月 24日（月）⇒ 同日 18：30～ 

理由：最終夜間例会のため 

場所：大吉 

福山 RC 

≪休会≫ 

日時：6月 3日（月）  

理由：定款 8条第 1節による 

≪変更≫ 

日時：6月 24日（月）⇒ 同日 18：00～ 

理由：最終夜間例会のため 

場所：福山ニューキャッスルホテル 

福山南 RC 

≪休会≫ 

日時：6月 27日（木）  

理由：定款 8条第 1節による 

≪変更≫ 

日時：6月 20日（木）⇒ 同日 18：30～ 

理由：最終夜間例会のため 

場所：ふなまちベイホール 

福山 RC 

≪休会≫ 

日時：6月 26日（水）  

理由：クラブ細則第 5条第 2節による 

≪変更≫ 

日時：6月 19日（水）⇒ 同日 18：30～20：30 

理由：最終家族夜間例会のため 

場所：福山ニューキャッスルホテル「ロジェ」 

＜配布物＞ 

・次年度クラブ運営方針 

・次年度理事・役員・委員会構成 

＜回 覧＞ 

・最終例会出欠表 

・地区大会仮登録出欠表 

 

 

●出席報告 

本日出席率 73.91％ 

（出席者34名 欠席者12名 出席免除者9名） 

前々回修正 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 

赤毛康倫さん  2013年 5月 21日 

 元友浩さん  2013年 5月 21日 



＜申告スマイル＞ 

◆橋本慎吾 会長 

 本日のプログラムは、西川会長エレクトによる

「次年度に向けて」です。宜しくお願い申し上げ

ます。又、先週の日曜日に、次男が 10年越しの

恋を実らせ結婚しました。又、昨日、広島東洋カ

ープとの、第 3回「市民球団対決」が開催され、

福山ローズファイターズも善戦しました。広島東

洋カープ共々、応援を宜しくお願い申し上げます。 

 

◆西川和吉 副会長 

 本日のプログラムは、「次年度に向けて」です。

宜しくお願い申し上げます。 

 

◆今川忠男 パスト会長 

 このたび、原幹事の本社のリフレッシュ工事に

関わらせて頂き、心より感謝申し上げます。とて

も明るく爽やかなショールームが誕生していま

すので、皆様、是非、足をお運びいただければ嬉

しく思います。 

 

◆石井宏和 会員 

 本日、原幹事の代役を務めさせて頂きます。宜

しくお願い申し上げます。 

 

◆佐々木翔陽 会員 

 5月12日、福山ニューキャッスルホテルにて、

披露宴を執り行いました。お忙しい中、橋本会長、

原幹事にもご出席いただき、無事に終えることが

できました。福山ニューキャッスルホテルさんに

も大変お世話になりました。ありがとうございま

した。 

 

◆下宮鉄雄 会員 

 ハラグループカンパニー本社リフレッシュ完

成、株式会社嵩心の創立十周年記念祝賀会の抽選

会にて、高級なお肉を頂きました。ありがとうご

ざいました。 

 

◆天満博之 会員 

 ハラグループカンパニー本社リフレッシュ完

成、株式会社嵩心の創立十周年記念祝賀会の宝く

じで賞品を頂きました。ありがとうございました。 

 

◆吉池 覚 会員 

 所用により、早退致します。 

 

◆桑田真由美 会員 

 所用により、欠席致します。 

 

●プログラム 

「次年度に向けて」 

西川和吉 会長エレクト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 次回例会案内 

2019年 6月 4日(火) 12：30～ 

次年度クラブ協議会 

 



◇◇ 第 10回 福山赤坂ロータリークラブゴルフコンペ ◇◇

「原 隆之幹事杯ゴルフコンペ」

 

開催日時 2019年 6月 1日（土） 

開催場所 松永カントリークラブ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

優 勝 橋本慎吾 OUT 49 IN 45 GROSS 94 HC 20.4 NET 73.6 

準優勝 山内 透 OUT 47 IN 47 GROSS 94 HC 18.0 NET 76.0（ベスグロ） 


