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●点 鐘  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 

●プログラム  第１１回善行児童生徒表彰式

●会長の時間 

 

皆さん、こんにちは。本日は、ご来賓といたし

まして、福山市教育委員会教育長 三好雅章様には、

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、先月の 27 日には、地区大会ＩＮ福山に多

くの会員の皆さんにご参加いただき、本当にあり

がとうございました。記念講演会では、加来耕三

さんの「歴史に学ぶリーダーの条件」の演題でし

た。激動の時代を生きた歴史上のリーダー達の姿

は、現代にも通じる「人としての生き方」を我々

に提示していただきました。懇親会は、福山ＲＣ

のおもてなしで本当に楽しい時間を過ごさせてい

ただきました。参加していただいた会員の皆さん、

本当にありがとうございました。 

さて、11 月 4 日は、グループ 10・11 のゴルフ

大会が開催されました。福山赤坂ロータリークラ

ブは、8 名の会員の皆さんに参加していただき、誠

にありがとうございました。団体戦は、残念なが 

 

ら７位でしたが、来年は優勝を目指していただき

たいと思っています。 

そして、11 月 10 日の日曜日には、福山東ロー

タリークラブの創立 35 周年記念の式典・祝賀会に

私と平井副幹事が出席いたしました。記念式典は、

厳かに。祝賀会では、楽しい時間を過ごしました。

約 2 年後には、福山赤坂ロータリークラブの 25 周

年を迎えます。会員の皆さんと一致団結して 25 周

年を迎えたいと思います。 

続きまして、11 月の理事会が事務局で開会いた

しました。12 月 24 日の例会の件ですが、平成天

皇のご誕生日の週で祭日だと思い休会にしていま

したが、今年は祭日ではないとのご指摘を頂き、

プログラムを休会から通常例会に変更いたしまし

た。そして、予算実行に関して、理事の皆さんに

ご承認を頂きました。 

それでは、本日はこの後のプログラムで第 11 回

善行児童・生徒表彰を行います。馬場奉仕プロジ

ェクト部門理事、瀬川青少年奉仕委員長、並びに

青少年奉仕委員会の皆さんには、何度も委員会の

打ち合わせを行っていただき、本日を迎えられる

こと心より感謝いたします。11 年前の 2009 年 10

月 27 日に第 1 回行われました。福山赤坂ロータリ

ークラブにとって、重要な継続事業のひとつが本

日の善行児童・生徒表彰です。この善行児童・生

徒表彰は、福山赤坂ロータリークラブにとって、

奉仕プロジェクト部門・青少年奉仕委員会という

中で、我々が地域における存在意義を示す大切な

事業だと思っております。今後の福山赤坂ロータ
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リークラブの活動の充実とよりよい地域を目指し

たいと思っておりますので、ご協力よろしくお願

いします。 

本日も時間まで、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。 

 

 

●幹事報告 

＜例会変更・休会のお知らせ＞ 

福山北 RC 

≪変更≫ 

日時：11 月 15 日(金)→11 月 17 日(日) 7：00~ 

場所：徳島県鳴門市 大塚国際美術館 

理由：親睦家族旅行 

≪休会≫ 

日時：11 月 22 日(金) 

理由：定款第 8 条第 1 節 

福山西 RC 

≪変更≫ 

日時：11 月 12 日(火)→同日 13：00~ 

場所：福山市沖野上町 4 丁目交差点 

理由：音響式信号機贈呈式及び渡初め 

福山東 RC 

≪変更≫ 

日時：11 月 13 日(水) → 

11 月 10 日(日) 15：00~22：00 

場所：福山ニューキャッスルホテル 

理由：創立 35 周年記念式典・祝宴のため 

 

日時：11 月 20 日(水) → 同日 18：30~20：30 

場所：又来軒(福山ニューキャッスルホテル B1) 

理由：合同親睦ゴルフ大会、 

周年行事慰労夜間例会のため 

≪休会≫ 

日時：11 月 27 日(水) 

理由：細則第 5 条第 2 節（c） 

 

＜配布物＞ 

・善行表彰式式次第 

・地区大会プログラム等 

・河川浄化チャレンジ月間参加者募集のご案内 

・創立記念例会記念写真 

・会員手帳 

 

＜回 覧＞ 

・過労死等防止対策推進シンポジウムのご案内 

 

 

●出席報告 

本日出席率 70.21％ 

（出席者33名 欠席者11名 出席免除者7名） 

修正出席率 なし 

 

●委員会報告 

割愛 

 

 

●スマイル BOX 

＜義務スマイル＞ 

会員結婚記念祝 

東森由倫さん  1 1 月 1 0 日 

橋本慎吾さん  1 1 月 2 9 日 

鈴木臣也さん  11 月  6 日 

＜申告スマイル＞ 

割愛 

 

 

●プログラム 

＜第 11 回善行児童生徒表彰式＞  

１、児童・生徒入場 

 



２、開会挨拶  

福山赤坂ロータリークラブ 会長 西川和吉 

 

３、来賓挨拶 

福山市教育委員会 教育長 三好雅章様 

 

４、表彰 赤坂小学校 

 

５、児童代表挨拶 

 

６、表彰 済美中学校 

 

 

７、生徒代表挨拶 

 

 

８、表彰 福山中学校 

 

９、生徒代表挨拶 

 



１０、閉会挨拶 

福山赤坂ロータリークラブ 

青少年奉仕委員会委員長 瀬川貴夫 

 

１１、記念撮影 

 

１２、児童・生徒退場 

 

 

 

＜懇親会＞  

 

◆乾杯  眞田惣行 創立会長 

 

◆懇親会の様子 

 

◆閉会挨拶  原 隆之 副会長 

 

 

※ 次回例会 

2019 年 11 月 19 日(火)  

クラブ細則により休会 

2019 年 11 月 26 日(火) 12 時 30 分～ 

ガバナー補佐訪問 

クラブフォーラム 



2019.11.04 国際ロータリー第２７１０地区 G10・G11 親睦ゴルフ大会 

令和元年 11 月 4 日（月祝） 

福山カントリークラブにて、G10・G11 親睦ゴルフ大会が行われました。 

 


