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●ソ ン グ

[我等の生業]

●ゲ ス ト

国際ロータリー第 2710 地区ガバナー 晝田眞三 様
国際ロータリー第 2710 地区ガバナー随行幹事 藤本慎介 様
国際ロータリー第 2710 地区ガバナー補佐 佐藤大三 様
国際ロータリー第 2710 地区ガバナー補佐幹事 奥野一成 様

●プログラム

ガバナー卓話 国際ロータリー第 2710 地区ガバナー 晝田眞三 様

●会長の時間
しい時間を過ごさせていただきました。準備・運
営をしていただきました親睦委員会の皆さん、あ
りがとうございました。
先程、ポールハリスフェローの認証を 21 名して
いただきました。先々週の会長の時間でロータリ
ー財団の歴史を話させていただきましたが、これ
からポールハリスフェローをおさらいしてみたい
と思います。ロータリー財団への任意寄付を推進
する最も重要な一歩となった「ポールハリスフェ
ロー認証」という構想が、初めて提案されたのは
皆さん、こんにちは。本日のゲストＲＩ第 2710

1957 年でした。財団へ 1,000 ドルを寄付する概念

地区ガバナー晝田眞三様、同地区ガバナー随行幹

が定着するには時間がかかりましたが、1970 年初

事藤本慎介様、同地区Ｇ11 ガバナー補佐佐藤大三

頭までには次第に評判が高まっていきました。

様、同地区Ｇ11 ガバナー補佐幹事奥野一成様、よ

2006 年ポールハリスフェローの数はついに 100 万

うこそ福山赤坂ロータリークラブにお越しいただ

人を達成いたしました。ポールハリスフェローは、

き、誠にありがとうございます。晝田眞三ガバナ

年次基金、ポリオプラス基金、あるいは財団が承

ーにおかれましては、例会のプログラムでの卓話、

認したグローバル補助金へ、累積 1,000 ドル以上

その後のクラブフォーラムにて、ご指導よろしく

寄付した個人に感謝を表すための認証です。マル

お願いいたします。

チプル・ポールハリスフェロー認証は、最初の

先週の松永ロータリークラブとの合同忘年例会

1,000 ドルの後累積した寄付 1,000 ドルごとに授与

には、多数の会員の皆さんに参加していただきあ

されます。認定は、寄付額のレベルに相当する宝

りがとうございました。今年は我がクラブが幹事

石の付いた襟ピンの贈呈をもって行われます。レ

として開催いたしました。遠藤美和さんのオペラ

ベル 1 がサファイヤ 1 粒、レベル 5 がサファイヤ

の歌声と水永亜実子さんのピアノ演奏でスタート

5 粒、レベル 6 がルビー1 粒、レベル 8 がルビー3

し、ビンゴゲームではたくさんの商品を取り揃え

粒となっております。会員の皆さん、ロータリー

ていただき、松永ロータリークラブの皆さんと楽

財団にご協力をお願いいたします。

本日は、クラブフォーラムもあり長時間ですが
よろしくお願いいたします。

●委員会報告
・親睦活動委員会

以上で会長の時間を終わります。
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●ポールハリスフェロー

合同忘年例会の御礼
新年家族例会の案内

表彰
●スマイル BOX

表彰対象者

21 名（敬称略）
＜義務スマイル＞

眞田惣行
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門田一治

西川和吉

武郷義昭

谷口宏樹

会員結婚記念祝

原

畑

山本秀樹

該当なし

隆之

弓子

森原久美子

岡田直也

吉池

覚

石井宏和

中根基博

桑田真由美

＜申告スマイル＞

平井啓博

田中ひとみ

東森由倫

◆西川和吉

村井祐介

元友浩

馬場正人

会長

国際ロータリー第 2710 地区、ガバナー 晝田
眞三様、ガバナー随行幹事 藤本慎介様、グルー
プ 11 ガバナー補佐 佐藤大三様、グループ 11 ガ
バナー補佐幹事 奥野一成様、ようこそ福山赤坂
ロータリークラブへお越し頂きありがとうござ
います。
本日の卓話、晝田ガバナー宜しくお願いいたし
ます。楽しみにしております。
◆原

隆之

副会長

本日は、国際ロータリー第 2710 地区、ガバナ
ー 晝田眞三様、ガバナー随行幹事 藤本慎介様グ
ループ 11 ガバナー補佐 佐藤大三様、グループ
11 ガバナー補佐幹事 奥野一成様、ようこそ福山

●幹事報告

赤坂ロータリークラブへお越し頂きありがとう
ございます。

＜例会変更・休会のお知らせ＞

◆石井宏和

なし

幹事

国際ロータリー第 2710 地区、ガバナー 晝田
＜配布物＞

眞三様、ガバナー随行幹事 藤本慎介様、グルー

・新入会員推薦のお知らせ

プ 11 ガバナー補佐 佐藤大三様、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

＜回

覧＞

ださいました。本日は、よろしくお願いいたしま
す。また、この大事な日に進行を間違えてしまい

・1/7 新年家族例会出欠表

申し訳ございません。
◆田中ひとみ

●出席報告
本日出席率

三男が会計士に合格し会計士補となり、会社も
デロイトトーマツに決まりました。まだまだ実務

76.08％

（出席者 35 名
修正出席率

会員

欠席者 11 名

なし

出席免除者 5 名）

とか補習場へ通わなくてはいけませんが、頑張っ
てもらいたいと思っております。

◆河村博文

会員

●ガバナー公式訪問フォーラム

先日の、合同忘年例会におきまして商品協賛く
ださいました皆様、ありがとうございました。
おかげさまで、会も盛り上がりました。新年例会
も盛り上げにご協力お願いします。
◆熊田祐介

会員

先週の、合同忘年例会では福山ニューキャッス
ルホテルのご利用ありがとうございました。来月
の新年例会も引き続きよろしくお願いいたしま
す。本日は、例会後のガバナー公式訪問もどうぞ
よろしくお願いいたします。
●プログラム
＜ガバナー卓話＞
国際ロータリー第 2710 地区ガバナー
晝田眞三 様

※

次回例会
2019 年 12 月 17 日(火)

12 時 30 分～

年次総会
ビジターとして、東京赤坂 RC より
会長

土屋東一

様

幹事

藤井宏章

様

パスト会長

小林博茂

をお迎えします。

様

