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●点 鐘  西川和吉 会長 

●ソ ン グ  [それでこそロータリー] 

●ゲ ス ト  赤坂学区自治会連合会 会長 吉村恒男様 

福山市消防団赤坂分団 分団長 三原美郎様 

●プログラム  会員卓話 佐藤泰之会員 テーマ『防災について知る』 

●会長の時間 

 

皆さん、こんにちは。 

本日は、ゲストの赤坂学区自治会連合会会長吉

村恒男様、福山市消防団赤坂分団分団長三原美郎

様、ようこそ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す。 

「赤坂地区、豪雨災害、被災地区への発動機４

台贈呈式」を行うにあたり、例会の前にゲスト・

会員の皆さんと消防車の前で記念撮影いたしまし

た。そして、例会の冒頭にて贈呈式を行いました。 

この度、更なる地域への奉仕活動として、平成

３０年７月豪雨により多大な災害が発生した福山

赤坂地区に対し、復興を支援し、また、災害への

備えを万全なものとしていただくことを目的とし

て、発動機４台を寄付することといたしました。

本事業は、ロータリー財団から資金面でバックア

ップを受けた特別プロジェクト「豪雨災害、被災

地支援プロジェクト」として実施いたしました。

馬場社会奉仕委員長、今川ロータリー財団委員長

はじめ、委員会の皆さんの活発な活動で贈呈式が

行われました。誠にありがとうございました。 

前回の例会では、天満会員の会員卓話でした。

自衛隊に入られた経緯や自衛隊は想像通り厳しい

訓練をして国民を守っているんだなと感心いたし

ました。天満会員、卓話ありがとうございました。 

続きまして、先々週８月９日に「第１３回谷原

秀人ジュニアクラシック」が松永カントリークラ

ブにて開催されました。運営ボランティアとして

当クラブから、瀬川青少年奉仕委員長をはじめ５

名で参加いたしました。今年の全英女子オープン

で優勝した渋野日向子選手が５年生・６年生の第

３回と第４回に参加していました。この大会で多

数の優秀な選手が誕生していますので、やりがい

のある奉仕活動だと思っております。当日は、曇

りの天気で、事故無く無事に終わりました。参加

していただいた会員の皆さん、ありがとうござい

ました。 

続きまして、今週の２３日の金曜日に東京赤坂

ロータリークラブさんの例会へ石井幹事と出席い

たします。今後更なる姉妹縁組の発展に向けて出

席したいと思います。 

続きまして、情報集会が８月２７日の火曜日に

東森会員のお店「イベリコＧＡＮＧ」にて開催い

たします。情報集会の後に村上さんの新入会員歓

迎懇親会となっておりますのでご参加どうぞよろ

しくお願いいたします。 

本日のプログラムは、佐藤泰之さんの会員卓話

です。「防災について知る」というテーマで卓話を
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していただきます。防災の卓話でいろいろ勉強し

たいと思っていますし、また楽しみにしています。 

それでは、本日も最後までよろしくお願いしま

す。以上で会長の時間を終わります。 

 

国際ロータリー第 2710 地区補助金 

特別プロジェクト 「豪雨災害被災地支援」 

・赤坂地区豪雨災害被災地区へ発電機 4 台を寄贈 

 

 
 

※ 週報の後半で詳しくご紹介します。 

 

●幹事報告 

＜例会変更・休会のお知らせ＞ 

福山北 RC 

≪変更≫ 

日時：9 月 13 日(金) → 9 月 7 日(土)  

場所：がっつりグリル（延広町 6-13） 

理由：親睦家族夜間例会のため 

≪休会≫ 

日時：9 月 20 日(金) 

理由：定款 8 条第 1 節 

福山西 RC 

≪変更≫ 

日時：9 月 10 日(火) → 9 月 8 日(日) 9：00～ 

場所：福山鉄工センター 

理由：資源回収行事のため 

≪休会≫ 

日時：9 月 24 日(火) 

理由：クラブ細則第 5 条第 2 節 

 

＜配布物＞ 

・ロータリーの友並びにガバナー月信８月号 

・確定申告用寄附金領収証 

 

＜回 覧＞ 

・8/27(火)情報集会・懇親会の出欠表 

・府中 RC／鞆の浦 RC 活動計画書 

・広島東 RC がん予防推進委員会 冊子 

・広島弁護士会 無料法律相談会のご案内 

 

●出席報告 

本日出席率 72.34％ 

（出席者 34 名 欠席者 13 名 出席免除者 6 名） 

修正出席率 なし 

 

●委員会報告 

・広報雑誌等委員会 

  ロータリーの友紹介 

 

●スマイル BOX 

＜義務スマイル＞ 

創業創立記念祝 

武郷義昭さん  2004 年 8 月 25 日 

原 隆之さん  2010 年 8 月 2 日 

村井祐介さん  2009 年 8 月 

＜申告スマイル＞ 

◆西川和吉 会長 

赤坂学区自治会連合会会長 吉村恒男様、福山

市消防団赤坂分団分団長 三原美郎様、福山赤坂

●贈呈式 



ロータリークラブにお越しいただきありがとう

ございます。尚、本日の会員卓話、佐藤泰之さん

よろしくお願いいたします。また楽しみにしてい

ます。 

◆原 隆之 副会長 

本日は、赤坂学区自治会連合会 会長吉村恒男

様、福山市消防団赤坂分団分団長 三原美郎様、

赤坂ロータリークラブにお越しいただきありが

とうございます。また本日の佐藤泰之さんの卓話、

楽しみにしております。よろしくお願いいたしま

す。 

◆石井宏和 幹事 

赤坂学区自治会連合会会長 吉村恒男様、福山

市消防団赤坂分団分団長 三原美郎様、ようこそ

お越しくださいました。短い時間ですがよろしく

お願いいたします。 

◆谷口宏樹 パスト会長 

先般の理事会で、次年度 RI 第 2710 地区ガバ

ナー補佐を拝命することを承認いただきました。

福山赤坂ロータリークラブの名を汚すことのな

いよう、東森さんと精一杯努めて参ります。よろ

しくお願いいたします。 

◆馬場正人 会員 

このたび、地区補助金特別プロジェクトを利用

し、赤坂学区自治会連合会様へ発電機を寄贈させ

ていただくことになりました。今後の防災に役立

てていただきたいと思います。 

◆瀬川貴夫 会員 

8月 9日に谷原秀人ジュニアクラシックのお手

伝いをさせていただきました。猛暑の中多数の会

員の皆様にご協力いただき誠にありがとうござ

います。 

◆佐藤泰之 会員 

本日の会員卓話、一生懸命がんばりますのでよ

ろしくお願いいたします。 

◆桑田真由美 会員 

急な所用で休ませていただきます。 

 

 

●プログラム 

＜会員卓話＞ 佐藤泰之会員 

テーマ『防災について知る』 

 

 

 
 

 

 

※ 次回例会 

2019 年 8 月 27 日（火） 

12：30～ 会員増強委員会担当例会 

17：30～ 情報集会 

             （場所：イベリコギャング） 

18：30～ 新入会員歓迎懇親会 

 



国際ロータリー第 2710 地区補助金 特別プロジェクト 

『豪雨災害被災地支援プロジェクト』 

この度、更なる地域への奉仕活動として、平成 30 年 7 月豪雨により多大な被害が発生した福山赤

坂地区に対し、復興を支援し、また、災害への備えを万全なものとしていただくことを目的として、

発電機 4 台を寄贈することといたしました。本事業は、ロータリー財団から資金面でのバックアップ

を受けた特別プロジェクトとなっております。 

 

2019 年 8 月 20 日（火） 

12 時 00 分 記念撮影 

一心ビル駐車場にて 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

12 時 30 分 贈呈式 

赤坂地区豪雨災害被災地区へ発電機 4 台を寄贈 

 
 

福山市消防団赤坂分団 分団長 三原美郎様より 

福山赤坂 RC へ感謝状の贈呈 

 

 
 


