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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] 

●ビジター  東京赤坂ロータリークラブ 会長 土屋東一 様 

             幹事 藤井宏章 様 

             パスト会長 小林博茂 様 

●プログラム  年次総会 

●会長の時間 

 

皆さん、こんにちは。本日のビジターは、東京

赤坂ＲＣ会長土屋東一様、同幹事藤井宏章様、同

パスト会長小林博茂様、ようこそ福山赤坂ロータ

リークラブにお越しいただき、誠にありがとうご

ざいます。これからの福山赤坂ロータリークラブ

の例会の雰囲気を楽しんでいただけたらと思っ

ています。 

前回の例会はガバナー公式訪問でしたが、多数

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。晝田ガバナーからは、会員基盤

強化、会員増強、クラブ戦略計画、ロータリー財

団の活用など素晴らしい評価をしていただき、福

山赤坂ロータリークラブのクラブ運営を理解し

ていただきました。 

さて、本日のプログラムは年次総会となってお

ります。クラブ細則第 5 条第 1 節に「毎年 12 月

に開催されるものとする。そしてこの年次総会に 

 

おいて、次年度の役員及び理事の選挙を行わなけ

ればならない。」と記されています。次年度のク

ラブ運営を決める総会です。会員の皆さん、よろ

しくお願いいたします。 

さて、12 月は、ＲＩの 6 大重点項目の一つで

ある「疾病予防と治療月間」です。平成 30 年の

日本人の男性の平均寿命は 81.1 歳で世界 2 位、

女性は 87.1 歳で世界 1 位、男女合わせれば平均

寿命 84.2 歳で世界 1 位の長寿国です。2 位はス

イス、3 位はスペイン、4 位はフランス、シンガ

ポールとなっています。しかし、日本も以前は欧

米に比べて長寿ではなく、明治時代の男女平均寿

命は 43 歳、大正時代は 46 歳であり、むしろ寿

命の短い国に分類されていました。しかし、昭和

50 年にスウェーデンを抜き世界 1 位の長寿国に

なったのを契機として、現在まで世界 1 位を誇

っています。 

その理由の一つとして、戦後の生活環境の改善

によって日本人の栄養状態が良くなったからだ

と言われています。感染病で亡くなる割合が減り、

母子健康の充実により乳幼児、新生児の死亡率が

極端に低下したことが、日本人の平均寿命を大幅

に伸ばした要因の一つとして挙げられています。 

ＲＩは、世界の子供たちの健康を守る目的で

「世界からポリオを撲滅する」という壮大な計画

を立てました。ポリオ根絶を宣言した 32 年前に

は、世界 125 カ国で 35 万人のポリオの子供たち
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が確認されました。いまだパキスタン、アフガニ

スタン、ナイジェリアは、ポリオを根絶していま

せん。しかし、私たちロータリアンは、地球上か

らポリオが無くなる日が来るまでは、決して手を

緩めることなく支援するべきだと思っています。 

本日は、「疾病予防と治療」についてお話いた

しました。 

以上で会長の時間を終わります。 

 

 

●ビジターご挨拶 

東京赤坂ロータリークラブ 

会長 土屋東一 様 

 

お土産の赤坂餅と絵葉書 

赤坂餅は赤坂と赤坂を餅でくっつけるという意味で 

ご選択。絵葉書は土屋会長の奥様の作品 

 

 

ようこそお越しいただき、ありがとうございます。 

また、お土産まで頂戴いたしまして、お心遣いに

心から感謝いたします。 

 

 

●幹事報告 

＜例会変更・休会のお知らせ＞ 

福山丸之内 RC 

≪変更≫ 

日時：1 月 6 日(月) → 同日 19：00～21：00  

場所：福山ニューキャッスルホテル 鞆の浦 奥座 

理由：新年互礼会のため 

≪休会≫ 

日時：1 月 13 日(月) 

理由：法定休日（成人の日）のため 

福山 RC 

≪変更≫ 

日時：2 月 3 日(月) → 1 月 30 日(木) 11：00～ 

場所：常石造船㈱ 

理由：職場例会（進水式見学） 

≪休会≫ 

日時：1 月 13 日(月) 

理由：法定休日（成人の日）のため 

福山東 RC 

≪変更≫ 

日時：12 月 18 日(水) → 同日 18：30～20：30 

場所：福山ニューキャッスルホテル 

理由：クリスマス家族夜間例会のため 

日時：1 月 15 日(水) → 同日 18：30～20：30 

場所：博多の飯場なごみ（福山市霞町 1-4-23） 

理由：福山ワイン工房見学とワイン試飲夜間例会 

≪休会≫ 

日時：12 月 25 日(水)、1 月 1 日(水)、1 月 29 日(水) 

理由：細則第 5 条第 2 節 

福山北 RC 

≪変更≫ 

日時：1 月 10 日(金) → 同日 19：00～ 

場所：ウエディングパルコ アルジェント 

理由：福山 REC2710 との新年合同家族例会 

≪休会≫ 

日時：12 月 27 日(金)、1 月 3 日(金)、1 月 17 日(金) 

理由：定款第 7 条第 1 節 

 



鞆の浦 RC 

≪休会≫ 

日時：1 月 28 日(火) 

理由：定款第 7 条第 1 節 

日時：2 月 11 日(火) 

理由：法定休日のため 

福山南 RC 

≪変更≫ 

日時：1 月 9 日(木) → 同日 18：30～ 

場所：福山ニューキャッスルホテル 

理由：新年夜間例会 

≪休会≫ 

日時：1 月 2 日(木)、1 月 16 日(木) 

理由：定款第 7 条第 1 節 

福山西 RC 

≪変更≫ 

日時：1 月 7 日(火) → 1 月 11 日(土) 19：00～ 

場所：福山ニューキャッスルホテル 

理由：新年同伴夜間例会 

日時：1 月 28 日(火) → 同日 12：30～ 

場所：(株)オーザック（鞆町後地 26-229） 

理由：職場例会 

 

＜配布物＞ 

・東京赤坂 RC 会長・幹事様からのお土産 

・総会資料（次年度役員案） 

・後期会費納入のお願い 

・1/28 職場例会のご案内 

 

＜回 覧＞ 

・1/28 職場例会の出欠表 

・3/7 IM の出欠表 

 

 

●出席報告 

本日出席率 80.00％ 

（出席者 36 名 欠席者 9 名 出席免除者 6 名） 

修正出席率 なし 

 

●委員会報告 

・職業奉仕委員会 

  1/28 職場例会のご案内 

 

●スマイル BOX 

＜義務スマイル＞ 

創業創立記念祝 

西川和吉さん   1990 年 12 月 6 日 

河村博文さん   1978 年 12 月 1 日 

杉元一昌太さん  1967 年 12 月 14 日 

＜申告スマイル＞ 

◆土屋東一 東京赤坂 RC 会長 

福山赤坂ロータリークラブの皆さん、本日はよ

ろしくお願い申し上げます。 

◆藤井央章 東京赤坂 RC 幹事 

福山赤坂ロータリークラブの皆様、本日は楽し

みにしてきました。どうぞよろしくお願いします。 

◆小林博茂 東京赤坂 RC パスト会長 

本日は久しぶりにお邪魔します。よろしくお願

いします。 

◆西川和吉 会長 

東京赤坂ロータリークラブ会長 土屋東一様、

幹事 藤井央章様、パスト会長 小林博茂様、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。本日のプログラム、年

次総会です。会員のみなさんよろしくお願いいた

します。 

◆原 隆之 副会長 

本日は、 東京赤坂ロータリークラブ会長 土屋

東一様、幹事 藤井央章様、 

パスト会長 小林博茂様、ようこそ福山赤坂ロー

タリークラブにお越しくださいました。ゆっくり

と楽しんでいただければと思います。 

◆石井宏和 幹事 

東京赤坂ロータリークラブ会長 土屋東一様、

幹事 藤井央章様、パスト会長 小林博茂様、よう

こそお越しくださいました。短い時間ですが楽し

んで帰ってください。 



◆今川忠男 パスト会長 

先週のガバナー公式訪問にてマルチプル・ポー

ル・ハリスフェロー、計 21 人の会員の方々に贈

呈をでき、R 財団のご理解に心より感謝申し上げ

ます。そして本日、指名委員長として皆様には、

議事進行にご協力のほどよろしくお願い申し上

げます。 

◆田中ひとみ 会員 

ペニンシュラ東京に勤務している次男が、セブ

島であったバーテンディングチャレンジで部門

優勝しました。それに続きラ・メゾン・コアント

ロジャパンでも優勝し、16 カ国の集まるタイで

インターナショナルファイナルに出場すること

ができました。優勝は逃したものの、タイのパー

クハイアットにゲストとして招かれました。東京

にお越しの際はペニンシュラ最上階ピーターズ

バーにぜひお寄りください。 

◆瀬川貴夫 会員 

所用のため欠席させていただきます。申し訳ご

ざいません。 

◆清水朗弘 会員 

所用のため欠席させていただきます。申し訳ご

ざいません。 

◆下宮鉄雄 会員 

所用のため欠席させていただきます。申し訳ご

ざいません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●プログラム 

＜年次総会＞  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

※ 次回例会 

2019 年 12 月 24 日（火）12：30～ 

会員卓話 村上雄平さん 

 

 


