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●点 鐘  西川和吉 会長 

●ソ ン グ  [手に手つないで] [四つのテスト] 

●プログラム  会員卓話 会員増強委員会  元友浩委員長 

●会長の時間 

 

皆さん、こんにちは。 

まずは、先週８月２３日に東京赤坂ロータリー

クラブの例会に石井幹事と出席いたしましたので、

ご報告いたします。皆さんご存知と思いますが、

例会会場は、赤坂のＡＮＡインターコンチネンタ

ルホテル東京Ｂ１のオーロラという会場で毎週金

曜日に例会を行っています。例会の雰囲気は、と

てもフランクでソング以外に今月の曲が有り、今

月は井上陽水さんの「少年時代」でピアノの生演

奏で斉唱いたしました。プログラムは、中森真紀

子さんの会員卓話で、職業分類は公認会計士でし

た。会員数は、２０１７年度は５８名でしたが、

本年度は、４８名でした。会員構成は２７％が３

０台・４０台で、外国籍の方が１２％、女性会員

は１６％だそうです。姉妹縁組５周年は、東京赤

坂ロータリークラブが広島に来ていただき、広島

プリンスホテルで合同例会をいたしましたが、３

年後姉妹縁組１０周年になりますので、今後更な

る姉妹縁組の発展に向けて検討しなければいけな

いと思います。 

先週の例会のプログラムでは、佐藤泰之会員に

「防災について知る」のテーマで会員卓話をして

いただきました。冒頭の自己紹介で、佐藤さんの

人柄の良さが分かりました。本題での卓話の中で、

社会福祉協議会がボランティア活動や、ボランテ

ィアの募集活動をしている事など、とても勉強に

なりました、佐藤会員ありがとうございました。 

さて８月は、会員増強月間です。入会が浅い会

員の皆さんの中に、８月が会員増強月間だとご存

知でない方は、本日覚えてください。２７１０地

区晝田ガバナーの地区運営方針の中に「会員基盤

の強化」が有ります。会員増強に関して今までの

多くのガバナーは熱き思いを語っておられます。

晝田ガバナーの会員増強の目標は、会員数５１名

以上のクラブ純増２名以上、５０名以下のクラブ

純増１名、福山赤坂ロータリークラブの会員増強

目標は、純増３名を目標にしています。改めまし

て、会員候補の方がいらっしゃいましたらご連絡

お願いします。会員増強推進にあたり、ロータリ

ー活動を理解することにより、複雑化する人間社

会の最も基本的な、人間のニーズの一つである友

人との親睦が生まれます。誰でも人と人との繋が

りが必要で、全てのビジネス社会は組織であり、

あらゆる職業の人々の集まりでお互いに助け合い、

他者への奉仕も行われます。ロータリーに参加し

学んで、自己の職業や生活の中に生かしているか

どうか、自己主張に偏ることなく人間関係を発展

させ、自身を切磋琢磨し成長する努力をしなけれ

ばならないと思っていますので、会員増強がとて

も重要です。 

本日のプログラムは、 元会員増強委員長の「会
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員増強」です。どの様な会員増強の計画があるの

か、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。 

 

●幹事報告 

＜例会変更・休会のお知らせ＞ 

福山南 RC 

≪変更≫ 

日時：9月 19日(木) → 同日 18：30～ 

場所：福山城公園 湯殿  

理由：先達を敬う会＆第 2700回記念夜間例会 

≪休会≫ 

日時：9月 26日(木) 

理由：定款 8条第 1節 

鞆の浦 RC 

≪変更≫ 

日時：9月 10日(火) → 同日 18：30～ 

場所：季節料理 衣笠 

理由：月見夜間例会 

福山南 RC 

≪変更≫ 

日時：9月 30日(月) → 同日 18：00～ 

場所：観月夜間例会  

理由：福山ニューキャッスルホテル 

≪休会≫ 

日時：9月 16日(月) 

理由：法定休日（敬老の日） 

日時：9月 23日(月) 

理由：法定休日（秋分の日） 

 

＜配布物＞ 

・活動計画書 

 

＜回 覧＞ 

・赤坂学区街づくり推進委員会から献血のお願い 

・谷原秀人ジュニアクラッシックお礼状 

●出席報告 

本日出席率 80.43％ 

（出席者 37名 欠席者 16名 出席免除者 7名） 

修正出席率 なし 

 

●委員会報告 

・親睦活動委員会 

  観月夜間例会の案内 

 

●スマイル BOX 

＜義務スマイル＞ 

会員入会記念祝 

武郷義昭さん   2 0 06 年 8 月 6 日 

眞田奈津基さん  2010 年 8 月 10 日 

田中ひとみさん  2012 年 8 月 21 日 

松浦宏次さん   2 0 14 年 8 月 6 日 

河村博文さん   2 0 14 年 8 月 6 日 

 

＜申告スマイル＞ 

◆西川和吉 会長 

先週、8 月 23 日姉妹縁組の東京赤坂ロータリ

ークラブの例会に出席いたしました。例会の雰囲

気はとてもフランクで楽しみました。本日のプロ

グラム 元会員増強委員長よろしくお願いしま

す。 

◆原 隆之 副会長 

本日のプログラム会員増強について、 元委員

長よろしくお願いいたします。 

◆石井宏和 幹事 

先週、８月 23日に西川会長に同行し、東京赤

坂ロータリークラブの例会に参加してきました。

東京赤坂らしさ溢れる例会に刺激を受けました。 

◆ 元友浩 会員 

本日、卓話をさせていただきます。会員卓話以

来の卓話でお聞き苦しい点があるかもしれませ

んが、よろしくお願いいたします。 

◆山本秀樹 会員 

先週は、赤坂学区自治会へ貴重な補助金にて発



電機 4 台を寄贈いただき誠にありがとうござい

ます。消防団管理のもと、災害時に使用させてい

ただきます。 

◆村上雄平 会員 

本日は誠に勝手ながら、仕事の都合で途中退出

させていただきます。情報集会には参加させてい

ただきますのでよろしくお願いいたします。 

◆今川忠男 パスト会長 

仕事のため早退させていただきます。 

◆東森由倫 会員 

本日は所用につき欠席、申し訳ございません。

また今晩の情報集会も弊社店舗をご利用いただ

くにもかかわらず、参加できませんこと重ねてお

詫び申し上げます 

 

●プログラム 

＜会員卓話＞ 会員増強委員会  元友浩委員長 

. 

 

 

●お礼状の紹介 

8月 9日に開催された第 13回谷原秀人ジュニア

クラッシック大会の協力へのお礼状が届きました。 

 

大会当日の様子 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

※ 次回例会 

2019年 9月 10日（火） 

17：00～ 理事会 

             （場所：ホテル鷗風亭） 

18：00～ 観月例会 

             （場所：ホテル鷗風亭） 

 



◆◆ 情報集会・新入会員歓迎懇親会 ◆◆ 

 

2019年 8月 27日（火） 

17時 30分～  情報集会 

18時 30分～  新入会員歓迎懇親会 

         村上雄平さん 

会場：イベリコ GANG（福山市元町） 

 

＜情報集会＞ 

 

 

＜新入会員歓迎懇親会＞ 

 

 

 

 

 

 


