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●点 鐘  橋本慎吾 会長 

●ソング  [君が代] [奉仕の理想] 

●プログラム  クラブ協議会「次年度に向けて」 

次年度委員会活動計画 

 

●会長の時間 

 

皆さん、こんにちは 

6月に入りましたけど、北海道では５月に 40度

近い猛暑日を記録するようなことがありました。

こういった異常気象含めて、世の中ではいろんな

ことが起こっていまして、いまから先への不安が

様々ありますが、皆さん身体だけは十分に気をつ

けてご生活をなされるようにお願いいたします。 

さて、先週の 1 日に原幹事杯ゴルフコンペが同

好会の主催で行われまして、少ない人数ではあり

ましたけど、いい天候の中で親睦が図れたように

思っております。最後までベストグロスは山内さ

んと私がデッドヒートで、といいましても 94点だ

ったのですけど、年齢差で山内さんに軍配があが

りました。しかし、優勝は僭越ながら私がハンデ

ィに恵まれ、させていただきました。その後、懇

親会・表彰式がありましたが、大いに本音トーク

が出まして、三次会まで行われるくらい盛り上が

りました。じつは 6 月は親睦活動月間ということ

になっております。ロータリーというのは、親睦

と奉仕の両輪であるとよく言われておりますけど、

この両輪をうまく機能させたロータリー活動が、

ロータリアンとしてのひとつの使命であると思っ

ております。そういう意味において、福山赤坂 RC

は非常にバランスよく両輪が回っているクラブで

あると自負をしておりますが、さらなる親睦の強

化を考える中で、ゴルフ同好会をはじめとする同

好会に、もう少しスポットを当ててみてはどうか

と感じる今日このごろです。先ほど杉原パスト会

長と旅行同好会というのもこのクラブにはありま

すよねと話しましたが、私はまだ１回も経験して

いません。ぜひそのような胸襟を開いた時間を設

けることができる親睦活動なり同好活動が、さら

に活性化していけばいいと感じております。 

続きまして、本日理事会がございましたので、

そちらの報告をさせていただきます。プログラム、

予算に関しましては問題なくご承認をいただいて

おります。2点目として、来年度である１９－２０

年度に福山で地区大会があります。福山開催であ

るということも含めて、大会に関しては全員登録

ということでご承認をいただいておりますので、

皆さまご承知おきをよろしくお願いいたします。3

点目として、福山市の図書館整備に関しまして、

皆さまから寄附金をいただいておりますが、６月

１８日に西川次年度会長と一緒に三好教育長を訪

問し贈呈させていただくことが決まりました。合

わせて次年度の善行児童表彰についてのお話もさ

せていただきたいと考えております。 

最後になりますが、本日のプログラムは次年度

に向けてのクラブ協議会になっております。先週

の会長の時間でもお話ししましたが、後悔しない

ためにも準備ということが非常に大事です。この 1

か月の準備期間をしっかりとお願いいたします。
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また本年度の皆さま、「百里の道も九十九里をもっ

て半ばとす」ということわざがありますように、

最後まで気を緩めることなく、本年度を全うした

いと考えておりますので、ご協力をよろしくお願

いいたします。 

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＞ 

なし 

 

＜配布物＞ 

・ロータリーの友及びガバナー月信 6月号 

・ロータリーの友電子版のご案内 

・次年度プログラム 

・活動計画書フォーム 

・予納金明細書（後期分） 

＜回 覧＞ 

・財団室ニュース 

・日本弁護士連合会主催  

事業継承キャラバン IN広島のご案内 

 

●出席報告 

本日出席率 82.97％ 

（出席者 39名 欠席者 8名 出席免除者 8名） 

前々回修正出席率 修正なし 

 

 

●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＞ 

会員誕生記念祝 

武郷義昭さん  6 月 18 日生 

村井祐介さん  6 月 13 日生 

橋本慎吾さん  6 月  5 日生 

渡辺弘子さん  6 月 28 日生 

パートナー誕生記念祝 

神原一省令夫人 文子  さま 6 / 9 生 

西川和吉令夫人 さとみ さま 6 / 2 9 生 

佐渡伸基令夫人 紀己子 さま 6 / 1 0 生 

＜申告スマイル＞ 

◆橋本慎吾 会長 

 本日のプログラムは、クラブ協議会「次年度に

向けて」です。皆様、ご協力のほど宜しくお願い

申し上げます。又、6月 1日に開催されました「原 

幹事杯ゴルフコンペ」にて、メンバーとハンデキ

ャップに恵まれ、優勝することができました。清

水会員、事前準備と当日の運営ありがとうござい

ました。 

◆西川和吉 副会長 

 本日のプログラムは、クラブ協議会「次年度に

向けて」です。次年度委員長、委員会の皆様、次

年度の活動計画について、活発にご協議ください

ますよう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「次年度に

向けて」です。次年度委員長の皆様、宜しくお願

い申し上げます。又、私事ですが、弊社リフレッ

シュ工事完成ならびに（株）嵩心が創立 10周年

を迎えることができ、関係各位の皆様に華を添え

て頂きありがとうございました。眞田創立会長に

おかれましては、祝賀会にて過分なる祝辞を賜り

感謝申し上げます。又、今川パスト会長におかれ

ましては、素晴らしい設計をありがとうございま

した。又、先日の「原 幹事杯ゴルフコンペ」を

盛大に開催できましたこと感謝申し上げます。 

◆石井宏和 会員 

 本日のプログラムは、クラブ協議会「次年度に

向けて」、次年度委員会活動計画です。皆様、ご

協力のほど宜しくお願い申し上げます。 

◆中根基博 会員 

 眞田創立会長ならびに橋本会長にご紹介いた

だいた、如水館高校野球部 大久保新監督の初陣

である、春季中国大会においてベスト 4 となり

ました。夏に向けて頑張りますので、ご声援お願

い申し上げます。 



◆平井啓博 会員 

 5 月 31 日、新事務所ビルおよび工場増築工事

が完工致しました。吉元社長をはじめ多くのロー

タリアンの方々に助けて頂きました。感謝を込め

てスマイル致します。 

◆馬場正人 会員 

 先日、「原 幹事杯ゴルフコンペ」に参加させ

て頂きました。スコアは振るいませんでしたが、

懇親会も含め非常に楽しませていただきました。 

◆清水朗弘 会員 

 6 月 1 日に開催されました、「原 幹事杯ゴル

フコンペ」にご参加いただきました皆様、大変お

疲れ様でございました。皆様のご協力により盛大

に行うことができました。次回以降も、ご参加い

ただいた皆様に喜んでいただけるよう、ゴルフ同

好会幹事として頑張ってまいる所存です。 

◆谷口宏樹 パスト会長 

 所用により、早退致します。 

◆眞田奈津基 パスト会長 

 所用により、早退致します。 

◆赤池 覚 会員 

 所用により、早退致します。 

 

 

●プログラム 

クラブ協議会 「次年度に向けて」 

 次年度委員会活動計画 

 

○会長 西川和吉 

 

○クラブ研修リーダー 原 隆之 

 

 

○会員組織部門 

会員選考委員会 門田一治 委員長 

 

会員増強職業分類委員会  元友浩 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 畑 弓子 副委員長 

 

社会奉仕委員会 馬場正人 委員長 

 

青少年奉仕委員会 瀬川貴夫 委員長 

 

国際奉仕委員会 野田和秀 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 清水朗弘 委員長 

 

出席委員会 渡辺弘子委員長  

 



親睦活動委員会 河村博文 委員長 

 

プログラム委員会 平井啓博 委員長 

 
 

○SAA 山内 透 委員長 

 
 

○会計 岩永光司 理事 

 

 

○幹事 石井宏和 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 次回例会 

2019年 6月 11日（火）12：30～ 

「今年度を振り返って」 

橋本慎吾 会長 


