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例会場 / 事務局 福山市赤坂町赤坂 1276 一心ビル 3F

Rotary Connects The World

2019-20 年度 RI 会長
ﾏｰｸ･ﾀﾞﾆｴﾙ･ﾏﾛｰﾆｰ氏

西川和吉 会長

●ソ ン グ

[我等の生業]

●ゲ ス ト

福山市教育委員会 教育長 三好雅章 様

●ビ ジ タ ー

広島廿日市ロータリークラブ
大藤良治 様 （※2019-20 第 2710 地区 G7 ガバナー補佐）
・竹田 平 様・石原弘善 様
柏木栄一 様・川添栄子 様・亀岡優花 様・渋下考志 様

●プログラム

以上 7 名の会員の皆さま

決算・予算報告

●会長の時間

２３年目になりますが、２０年間この奉仕活動を
継続しています。学生の皆さんにも一緒に配布活
動をしてもらい、この活動が、地域の皆さんにと
って、とても有意義であると思っております。本
年度、ＲＩ会長のマーク・ダニエル・マローニさ
んの「ビジョン声明」で、
「私たちロータリアンは、
地域社会でそして自分自身の中で、持続可能な良
い変化を生むために、人々が手を取り合って行動
する世界を目指しています。」と言っています。ま
さに、２０年間継続しているこの奉仕活動がＲＩ
会長のビジョン声明にそっていると思っておりま

皆さん、こんにちは。本日は、ゲストの福山教
育委員会教育長三好雅章様、ビジターの広島廿日

す。
ご準備頂きました社会奉仕委員会・馬場委員長、

市ロータリークラブの大藤良治様、竹田平様、石

青少年奉仕委員会・瀬川委員長、福山市役所記者

原弘善様、柏木栄一様、川添栄子様、亀岡優花様、

クラブへ出向いてくださった清水広報・雑誌等委

渋下考志様、ようこそ福山赤坂ロータリークラブ

員長、はじめ委員会の皆さん、ありがとうござい

にお越しいただきありがとうございます。大藤様

ます。そして、多忙なところ早朝よりご参加して

は、２０１９－２０年度Ｇ７のガバナー補佐でい

いただいた会員の皆さん、ありがとうございまし

らっしゃいます。

た。改めて、この福山赤坂地区で薬物乱用者を絶

さて、本日は、朝７時より第２０回目となる薬

対に出したくありませし、地域の方々と共に継続

物乱用防止活動を実施いたしました。備後赤坂駅

して事業が行われることを大変誇りに思っており

前と済美中学校前におきまして、福山西警察署、

ます。

済美中学校、福山市立中学高校、自治会の方々に

さて、先週の例会で入会予定者の村上雄平さん

も参加していただき、薬物乱用啓蒙チラシとティ

のプロフィールをお示しいたしましたが、入会の

ッシュペーパーを配布いたしました。この事業は、

異議がございませんでしたので、次回、納涼夜間

継続事業で福山赤坂ロータリークラブが本年度で

家族例会で入会式の予定です。推薦者の

元会員

増強委員長、河村会員、ありがとうございます。
先週の例会でも申しましたが、本年度の最重要
目標は、会員増強純増３名です。村上さんの入会

●ポール・ハリス・フェロー表彰
＜橋本慎吾

直前会長＞

で、あと２名です。皆さんの周りに入会候補者の
方がいらっしゃいましたら、ぜひご紹介お願いし
ます。
最後に、本日のプログラムは、前年度決算報告、
本年度予算報告です。理事会でご審議いただきま
して、可決させていただいておりますので会員の
皆さんにご報告をさせていただきます。本日も最
後までよろしくお願い致します。
●感謝状贈呈式
＜福山市図書整備寄附感謝状＞
福山市教育委員会教育長
福山赤坂 RC

三好雅章様より

●広島廿日市 RC 挨拶
＜竹田

平 様＞

橋本慎吾 直前会長へ贈呈

●幹事報告
＜例会変更・休会のお知らせ＞
松永 RC
≪変更≫
日時：8 月 5 日(月) → 8 月 4 日(日) 8：30～
場所：三次ワイナリー
理由：納涼家族例会のため

●スマイル BOX

≪休会≫
日時：7 月 15 日(月)

＜義務スマイル＞

理由：法定休日（海の日）

会員結婚記念祝

日時：8 月 12 日(月)
理由：法定休日（山の日振替）
丸之内 RC

今川忠男さん

7 月 13 日

平井啓博さん

7 月 6 日

野田和秀さん

7 月 7 日

≪変更≫
日時：8 月 5 日(月) → 同日 19：00～21：00
場所：福山ニューキャッスルホテル
理由：納涼家族例会のため

＜申告スマイル＞
◆広島廿日市ロータリークラブ様
本日は大変お世話になります。会員が多く、
また若い方が多く活気があると評判の福山赤

≪休会≫
日時：7 月 15 日(月)

坂ロータリークラブさんのいろいろな工夫や

理由：法定休日（海の日）

秘密を、今日は勉強させていただこうと、大人
数で押し掛けました。本日はよろしくお願いし

日時：8 月 12 日(月)

ます。

理由：定款 8 条第 1 節

◆西川和吉
福山北 RC

会長

福山市教育委員会教育長 三好雅章様、
広島廿日市ロータリークラブの大藤良治様

≪休会≫
日時：7 月 19 日(金)

(2019-20G7 ガバナー補佐）、竹田平様、石原弘

理由：定款 8 条第 1 節

善様、柏木栄一様、川添栄子様、亀岡優花様、
渋下考志様、福山赤坂ロータリークラブにお越
しいただき誠にありがとうございます。本日の

福山 RC

プログラム決算予算報告よろしくお願いいた

≪休会≫

します。

日時：8 月 12 日(月)
理由：法定休日（山の日振替）

◆原

隆之

副会長

本日のゲスト福山市教育委員会教育長 三好
＜配布物＞

雅章様、広島廿日市ロータリークラブの大藤良

・決算予算報告書

治様 (2019-20G7 ガバナー補佐）、竹田平様、
石原弘善様、柏木栄一様、川添栄子様、亀岡優

＜回

覧＞

花様、渋下考志様、ようこそ福山赤坂ロータリ

・納涼夜間家族例会出欠表

ークラブにいらっしゃいました。例会を楽しん

・8/9（金）谷原秀人氏ｼﾞｭﾆｱｸﾗｯｼｯｸ大会出欠表

でいただきますようよろしくお願いいたしま
す。

●出席報告
◆石井宏和
本日出席率

78.26％

（出席者 36 名
修正出席率

欠席者 10 名

幹事

本日のゲスト福山市教育委員会教育長 三好
出席免除者 6 名）

82.22％

雅章様、ビジターの広島廿日市ロータリークラ
ブの大藤良治様 (2019-20G7 ガバナー補佐）、
竹田平様、石原弘善様、柏木栄一様、川添栄子

●委員会報告

様、亀岡優花様、渋下考志様、ようこそお越し

・青少年奉仕委員会

くださいました。不備があるかもしれませんが

谷原秀人氏ｼﾞｭﾆｱｸﾗｯｼｯｸ大会について

楽しんでください。また本日の薬物乱用防止キ

ャンペーンに参加の皆さん大変お疲れ様でし
た。私の行いの悪さから大雨になってしまい、
申し訳ありませんでした。
◆眞田惣行

●プログラム
＜決算・予算報告＞

創立会長

広島廿日市ロータリークラブの大藤良治様
(2019-20G7 ガバナー補佐）、竹田平様、石原弘
善様、柏木栄一様、川添栄子様、亀岡優花様、
渋下考志様、ようこそ我がクラブにお越しくだ
さいました。回覧でもご紹介しておりますが、
我がグループのメディアテック一心が、ソフト
バンク様と資本、業務の提携をしました。中小
企業のひとつの生き方として社会の指標とな
れるように、今後も努力します。
◆今川忠男

パスト会長

先日、日本建築家協会 2018 年度優秀建築選
100 作品に選定されました。三原市の、あんず
こども園の建設にご尽力をいただきました、関
西住建 原さんには心より御礼と感謝そして掲
載される書籍を贈呈いたします。ありがとうご
ざいました。
◆橋本慎吾

パスト会長

本日のゲスト、福山市教育委員会教育長 三
好雅章様、ご多忙中の中、例会にお越しいただ
き誠にありがとうございます。そして感謝状を
いただき感謝申し上げます。またビジターとし
て廿日市ロータリークラブの皆様、ようこそ福
山赤坂ロータリークラブまでお越しください
ました。ごゆっくり楽しんでお帰り下さい。本
日のプログラム 2018-19 年度決算審議、何卒よ
ろしくお願い申し上げます。
◆馬場正人

会員

本日，JR 備後赤坂駅前及び済美中学校前に
て、薬物乱用防止キャンペーンのビラ配りを行
いました。雨の中、早朝よりご参加いただいた
皆様ありがとうございました。
◆瀬川貴夫

会員

大変申し訳ございません。所用のため、お先
に退席いたします。

※

次回例会

2019 年 7 月 16 日（火）
休会
2019 年 7 月 23 日（火）
納涼夜間家族例会

18：00～

福山ニューキャッスルホテル
◆畑 弓子

会員

出張のため,例会を欠席させていただきます。

広島廿日市ＲＣ

福山赤坂ＲＣ

懇話会

2019 年 7 月 9 日 火曜日
広島廿日市ロータリークラブの皆さまには、当クラブの第 1020 回例会へビジターとしてご参加いただ
いた後に、懇話会の場で情報交換をさせていただきました。

広島廿日市ロータリークラブ
大藤良治様、竹田平様、石原弘善様、柏木栄一様、
川添栄子様、亀岡優花様、渋下考志様、
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した。

◇◇

薬物乱用防止キャンペーン
2019 年 7 月 9 日 火曜日

◇◇

午前 7 時より

備後赤坂駅前と済美中学校前において、福山西警察署、済美中学校、福山市立中学高校、自治会の方々
にも参加していただき、薬物乱用啓蒙チラシとティッシュペーパーを配布いたしました。

