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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] 

●ゲ ス ト  国際ロータリー第 2710地区グループ 11ガバナー補佐 佐藤大三 様 

        国際ロータリー第 2710地区グループ 11ガバナー補佐幹事 奥野一成 様 

●プログラム  西川和吉会長卓話 「今期を振り返って」 

●会長の時間 

 

皆さん、こんにちは。 

本日のゲストＲＩ第 2710 地区Ｇ11 ガバナー補

佐 佐藤大三様、並びにガバナー補佐幹事 奥野一

成様、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。また、本日はよ

ろしくお願いします。 

先々週の第 11 回善行児童・生徒表彰には、多く

の会員の皆さんにご参加していただきありがとう

ございました。そして、福山市教育委員会教育長 

三好雅章様、赤坂小学校・済美中学校・福山中学

校の校長先生、並びに父兄の皆さんに参加してい

ただき、三校で 10 名の善行児童・生徒表彰を行い

ました。表彰された児童生徒の皆さんが中心にな

り、善行あふれる赤坂地区になれば良いと思って

います。本年度の継続事業善行児童・生徒表彰が

盛会のうちに終了いたしました。馬場奉仕プロジ

ェクト理事・瀬川青少年奉仕委員長、並びに奉仕

プロジェクトの皆さん、本当にありがとうござい 

 

ました。 

続きまして、本日、次年度理事役員指名委員会

の委員選出のくじ引きで選出された 5 名の方と会

長・幹事を合わせ 7 名で指名委員会メンバーとし

ます。クラブ協議会後、事務局にて指名委員会を

開催し、委員長を選任いたしますのでお集まりく

ださい。 

11 月は、ロータリー財団月間です。ロータリー

財団は、1917 年 6 月アトランタで開催されたロー

タリー年次大会でアーチ・クランフ会長の「世界

で良い事をする為の基金を作るのが極めて適切で

ある」との提唱に基づき、前身となる基金が設立

され、1928 年ロータリー財団と正式に命名されま

した。ロータリー財団とは、全世界のロータリー

会員から集めた寄付金を基金とする世界最大の国

際育英非営利財団法人であります。平たく言えば、

全世界に約 120 万人の会員を有するロータリー財

団に、1 ドル寄付をすれば、他の慈善団体に寄付す

るよりもずっと大きな成果が得られるのです。「世

界で良い事をするために、1 ドル出すのであれば、

そのお金を預けるべきはロータリー財団をおいて

他にはありません」とイアン・ライズリーＲＩ会

長が言っておられます。ちなみに昨年財団 100 周

年を迎えた寄付額は目標の3億ドルを超えました。

ロータリーのポリオ撲滅への挑戦を可能にした財

団は、多くの点においてロータリーの奉仕の土台

です。最初の寄付依頼から約 100 年間、財団はロ

ータリーの奉仕を支え、強化し、私たちの大きな
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望みを現実可能にしてきました。「世界で良い事を

しよう！」は会員の夢です。分かりにくいと言わ

れる「ロータリー財団」ですが、より深い皆さん

のご理解と御協力を得て、更なる飛躍を期待いた

しましょう。 

本日は、クラブ協議会もあり長時間ですが、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。 

 

 

 

●ゲストご挨拶 

国際ロータリー第 2710 地区グループ 11 

ガバナー補佐 佐藤大三 様 

 
 

佐藤様、奥野様よりご芳志を賜りました。 

誠にありがとうございます。 

 

 

 

●幹事報告 

＜例会変更・休会のお知らせ＞ 

福山 RC 

≪変更≫ 

日時：12 月 9 日(月) → 同日 18：00～ 

場所：福山ニューキャッスルホテル  

理由：忘年家族夜間例会のため 

≪休会≫ 

日時：12 月 2 日(月) 

理由：定款 7 条第 1 節 

日時：12 月 30 日(月)  

理由：定款 7 条第 1 節 

松永 RC 

≪変更≫ 

日時：12 月 2 日(月) → 12 月 3 日(火)19：00～ 

場所：福山ニューキャッスルホテル  

理由：福山赤坂ロータリークラブとの合同例会 

日時：10 月 16 日(月)→12 月 15 日(日)12：00～ 

場所：ニチエー会館  

理由：チャリティーコンサートのため 

≪休会≫ 

日時：12 月 30 日(月) 

理由：定款 7 条第 1 節 

 

福山南 RC 

≪変更≫ 

日時：12 月 19 日(木)→12 月 21 日(土)18：00～ 

場所：福山ニューキャッスルホテル 

理由：クリスマス家族親睦夜間例会  

≪休会≫ 

日時：12 月 26 日(木) 

理由：定款 7 条第 1 節 

 

福山丸之内 RC 

≪変更≫ 

日時：12 月 23 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：クリスマス家族例会のため 

≪休会≫ 

日時：12 月 30 日(月) 

理由：定款 7 条第 1 節 

 

鞆の浦 RC 

≪変更≫ 

日時：12 月 3 日(火) → 同日 18：30～ 

場所：季節料理 衣笠 

理由：忘年夜間例会 

≪休会≫ 

日時：12 月 31 日(火) 

理由：定款 7 条第 1 節 

 



福山西 RC 

≪変更≫ 

日時：12 月 10 日(火)→12 月 7 日(土)19：00～ 

場所：(株)かねと 

理由：忘年夜間例会 

≪休会≫ 

日時：12 月 24 日(火) 

理由：クラブ細則第 5 条第 2 節 

日時：12 月 31 日(火)  

理由：定款 7 条第 1 節 

 

＜配布物＞ 

・ロータリーの友及びガバナー月信 11 月号 

・1/7 新年家族例会のご案内 

 

 

 

●出席報告 

本日出席率 73.33％ 

（出席者 33名 欠席者 12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 

  ロータリーの友の紹介 

・親睦活動委員会 

  12/3 合同忘年例会・1/7 新年家族例会 

のご案内 

 

 

 

●スマイル BOX 

＜義務スマイル＞ 

会員入会記念祝 

畑 弓子さん   2008 年 11 月 18 日 

 

 

＜申告スマイル＞ 

◆西川和吉 会長 

  国際ロータリー第 2710 地区グループ 11 ガバ

ナー補佐 佐藤大三 様、同じくガバナー補佐幹

事 奥野一成 様、ようこそ福山赤坂ロータリー

クラブにお越し頂きありがとうございます。本

日のクラブ協議会宜しくお願い致します。 

◆原 隆之 副会長 

国際ロータリー第 2710 地区グループ 11 ガバ

ナー補佐 佐藤大三 様、ガバナー補佐幹事 奥野

一成 様、ようこそいらっしゃいました。本日は

長時間となりますが宜しくお願い致します。また、

昨日、コメダ珈琲三原店を皆様方のお力添えのも

とオープン致す事が出来ました。ありがとうござ

います。 

◆石井宏和 幹事 

国際ロータリー第 2710 地区グループ 11 ガバ

ナー補佐 佐藤大三 様、国際ロータリー第 2710

地区グループ 11 ガバナー補佐幹事 奥野一成 様、

ようこそお越しくださいました。本日は長丁場と

なりますが宜しくお願い致します。 

◆佐木 学 会員 

  先般 11 月 17 日～19 日まで、台風 19 号での

千曲川の決壊被災地の長野市へ三原市防災会の

メンバーと災害ボランティアに行ってきました。 

◆瀬川貴夫 会員 

  先日は全校児童生徒表彰式に、多数の方にご

参加頂き誠にありがとうございます。また、本

日所用の為、お先に失礼致します。申し訳ござ

いません。 

◆下宮鉄雄 会員 

  ご報告が遅れましたが、このたび家を新築致

しました。今年初旬より着工し 9 月 14 日に引っ

越しを終えました。本日は諸事情により欠席さ

せて頂きますが、お近くにお越しの際にはぜひ

お立ち寄り下さい。場所は、造成から致しまし

たので、ナビでは出ませんが会社近くの千田町

千田です。 

 



●プログラム 

＜西川和吉会長卓話＞ 

「今期を振り返って」 

 

 

 
 

 

 

※ 次回例会 

2019 年 12 月 3 日（火）19：00～ 

 松永ロータリークラブとの合同忘年例会 

 （福山ニューキャッスルホテル 光耀の間） 

 

●クラブ協議会 

13：40～15：10 

ガバナー補佐参加のクラブ協議会 

協議事項 

① 会員基盤強化について 

② クラブ戦略計画について 

③ ロータリー財団寄附について 

④ クラブの課題 

⑤ クラブからの要望 

⑥ その他 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


