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●点 鐘  西川和吉 会長 

●ソング  [君が代] [奉仕の理想] 

●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。２０１９－２０年度福山

赤坂ロータリークラブの会長の西川です。 

いよいよ２３年目の年度が始まり、第 1 回目の

例会を迎え、前年度副会長をさせていただき、こ

の日が来るのはまだまだ、先の事だと思っていま

したが、準備学習期間は、あっという間に過ぎ去

り、遂に第１回目の例会を迎えさせていただきま

した。今年度１年間、原副会長、石井幹事、平井

副幹事の支えを頂きながら、会員の皆さんにご指

導いただき、会長としての責務を果たしていく覚

悟でございます。色々と、ご心配・ご迷惑をお掛

けいたす事も有ろうかと思いますが、ロータリー

の友情に免じてお許し頂ければ幸いでございます。 

 

 さて、本年度の国際ロータリークラブ会長マー

ク・ダニエル・マローニさんのテーマは、壇上の

壁に掲げております。「ＲＯＴＡＲＹ ＣＯＮＮＥ

ＣＴＳ ＴＨＥ ＷＯＲＬＤ」です。 

 ２７１０地区晝田ガバナー信条は、「ロータリー

の未来を語り、礎を築こう」です。 

 当クラブのテーマは、「ロータリーを語り、ハー

モニーをしよう」です。先月の卓話「次年度に向

けて」でお話いたしましが、前文のロータリーを

語りは、率直にロータリークラブで勉強し、得た

知識をクラブ運営に、又会社や生活する上で役立

てていただきたいと思っています。ハーモニーを

しょうは、元号が５月から令和になりました。英

語表記は、ビューティフル ハーモニーです。令

和元年に始まる本年度ですので、ハーモニーを入

れました。ハーモニーの意味は、調和という意味

があります、福山赤坂ロータリークラブの会員の

皆さんと調和し一致結束して、本年度ロータリー

活動をしたいと思います。 

 そして、本年度の最重要目標は、会員増強です。

純増３名以上を目標にしています。皆さんの机の

上に入会予定候補の村上さんのプロフィールを置

いてあります。村上さんの入会が決まりますと、

今年度純増２名です。皆さんの周りに入会候補者

がいらっしゃいましたら、ご紹介お願いします。 

次に理事会報告を致します。本日１１時３０分よ

り事務局にて新旧の理事会が開かれました。３点

あり、まず２０１８－１９年度の決算について、

２点目が２０１９－２０年度予算についてご審議

いただき承認されました。３点目に、来週に行わ

れます薬物乱用防止啓発活動をメーキャップ扱い

することが承認されました。 

７月９日の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

校へ馬場社会奉仕委員長と共に表敬訪問をいたし

ました。福山市立中学校高田校長、済美中学校小

川校長は、この事業にとても賛同され、生徒さん

22001199--22002200  第第 11001199 回回例例会会  22001199 年年７７月月 22 日日((火火))  

 



を積極的に参加していただく予定になっています。 

昨今、芸能人や著名人の薬物の使用所持の事件が

報道されています。福山西警察内田署長との会話

の中で、福山西警察管内（赤坂地区含む）にも学

生の薬物使用で、主に脱法ドラッグで検挙者が出

ているそうです。入手方法は、インターネットで

手軽に購入しているそうです。 

このような事案が起きていますので、赤坂地域

で絶対検挙者を出さないと言う信念で、次週のク

ラブ奉仕活動の薬物乱用防止チラシを配布し啓蒙

を図ります。朝７時集合と早い時間ではあります

が、福山赤坂ロータリークラブの一番長い継続事

業の２０回目の薬物乱用防止ビラ配りに、できる

だけ多くの会員の皆さんに参加していただく様、

お願いいたします。 

最後に、今年度これから１年間、会員の皆さん

との友情が今まで以上に深まり、ロータリーを通

じて、より多くの方の役に立つ行為・活動を実践

していく事を念じまして第１回目の会長の時間と

させていただきます。本日も最後まで、よろしく

お願いいたします。 

 

●記念品贈呈 

＜クラブより直前会長・幹事へ記念品の贈呈＞ 

 

 

＜直前会長・幹事よりクラブへ記念品の贈呈＞ 

 
 

●幹事報告 

＜例会変更・休会のお知らせ＞ 

福山南 RC 

≪変更≫ 

日時：7月 4日(火) → 同日 18：30～ 

場所：福山ニューキャッスルホテル 

理由：2019-20年度第一夜間例会のため 

≪休会≫ 

日時：7月 18日（木） 

理由：定款第８条第１節 

 

福山西 RC 

≪変更≫ 

日時：7月 16日(火) → 同日 19：00～ 

場所：福山ニューキャッスルホテル 

理由：クラブフォーラム 

≪休会≫ 

日時：7月 30日（火） 

理由：クラブ細則第 5条第 2節 

 

福山 RC 

≪変更≫ 

日時：7月 29日(月) → 同日 18：00～ 

場所：福山ニューキャッスルホテル 

理由：納涼夜間例会 

≪休会≫ 

日時：7月 15日（月） 

理由：法定休日（海の日） 

 

＜配布物＞ 

・ロータリー会員証 

・会費納入のご案内 

・ロータリーの友並びにガバナー月信 7月号 



・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 

・新入会員推薦のお知らせ（回収） 

・ふくやま草戸千軒ミュージアム企画展のご案内 

 

＜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 

・福山 RC創立 65周年記念誌 

 

 

●出席報告 

本日出席率 80.00％ 

（出席者 36名 欠席者 9名 出席免除者 7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 

・広報・雑誌等委員会 

Rの友紹介 

 

 

●スマイル BOX 

＜義務スマイル＞ 

会員誕生記念祝 

佐木 学さん  7. 1 生 

山内 透さん  7 . 1 0 生 

久保廣美さん  7 . 1 3 生 

パートナー誕生記念祝 

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＞ 

◆西川和吉 会長 

 本日より 1 年間よろしくお願い致します。会

長の職を全力で頑張ります。又、先日長男が結婚

しました。孫の誕生が楽しみです。 

◆原 隆之 副会長 

 本日から新年度が始まりますが、西川会長、石

井幹事、 活躍のほどよろしくお願い致します。

又、昨年は幹事としてお世話になり、至らない所

も多々あったと思います。ありがとうございまし

た。今年度は副会長という立場で頑張らさせてい

ただきますので皆様にご指導ご教授頂きますよ

う、よろしくお願い致します。 

◆石井宏和 幹事 

 あらためまして、本年度幹事を務めさせていた

だきます。1年間よろしくお願いいたします。 

◆眞田奈津基 パスト会長 

 橋本パスト会長、原パスト幹事、一年間大変お

疲れ様でした。本年度、西川会長、石井幹事、大

変な一年になりますが頑張って下さい。そして一

年間どうぞよろしくお願い致します。また私事で

すが、先般、ソフトバンク株式会社と資本業務提

携を締結致しました。これを機会に更なる発展を

目指しながら職業奉仕に努めて参ります。 

◆橋本慎吾 パスト会長 

6 月 18 日の最終例会には多くの会員の皆様に

ご出席いただき誠にありがとうございました。6

月 30日をもって無事に会長の任務が終了しまし

た。皆様 1 年間ご協力誠にありがとうございま

した。本年度は西川年度をしっかり支えたいと思

いますので宜しくお願い致します。 

◆桑田真由美 会員 

 今期のパートナープレゼントに弊社の桐箱を

使って頂きありがとうございます。私の入会時に

も使っていただきましたが、あれからデザインも

増え、楽天ショップでは一晩で 200 個も売れる

人気商品となりました。今年一年よろしくお願い

致します。スマイルさせて頂きます。 

 

 



◆岩永光司 パスト会長 

 新年度最初の例会ですが出席できず申し訳ご

ざいません。本年度は会計を務めさせていただき

ます。一年間どうぞ宜しくお願い致します。 

◆畑 弓子 会員 

 出張先の大雨での交通事情により例会に間に

合わなくなりました。最初の例会を欠席して大変

申し訳ございません。スマイルさせて頂きます。 

 

●プログラム 

＜理事・役員・委員長就任挨拶＞ 

西川和吉 会長 

 

原 隆之 副会長 

 

門田一治 会員選考委員長 

 
 

 元友浩 会員増強職業分類委員長 

 

谷口広樹 ロータリー情報委員長 

 

東森由倫 職業奉仕委員長 

 

馬場正人 社会奉仕委員長 

 

 

 



瀬川貴夫 青少年奉仕委員長 

 

野田和秀 国際奉仕委員長 

 

今川忠男 ロータリー財団委員長 

 

清水朗弘 広報・雑誌等委員長 

 

 

 

渡辺弘子 出席委員長 

 

河村博文 親睦活動委員長 

 

平井啓博 プログラム委員長 

 

山内 透 ＳＡＡ委員長 

 

 

 

 



橋本慎吾 会計監査 

 

石井宏和 幹事 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 次回例会 

2019年 7月 9日（火） 

7時 00分～ 

薬物乱用防止キャンペーン（赤坂駅集合） 

12時 30分～ 

例会（決算・予算報告） 

 


