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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  国際ロータリー第 2710 地区 G11 ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 佐藤大三 様 

              IM 実行委員長  大福浩文 様 

●プログラム  クラブ協議会 『後期に向けて』 

●会長の時間 

 

皆さん、こんにちは。 

本日のビジター、国際ロータリー第 2710 地区

G11 ガバナー補佐 佐藤大三様、国際ロータリー

第 2710 地区 IM 実行委員長 大福浩文様、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。 

さて、1 月 7 日に行いました新年家族例会に多

くの会員の皆さん、そしてご家族の皆さんに参加

していただき、誠にありがとうございました。平

井理事、並びに河村親睦委員長を中心に、親睦委

員会の皆さんに企画・運営をしていただき、大変

ご苦労様でした。オープニングアトラクションで

は、大島衣恵さんと加藤千絵さんによる新作能

「福山」の一節、福山の守護神である孔雀が天空

を舞い、福山の未来と人々を祝福するおめでたい

場面を上演していただきました。また、アトラク

ションでは、新春ダーツ大会で「新春を祝って的 

 

を射る」で懇親会を盛り上げていただき、楽しい

時間・美しい時間を過ごすことができました。親

睦委員会の皆さん、ありがとうございました。 

そして、先週入会式を終えました、塚本浩央さ

ん、岡田祥平さん、ご入会ありがとうございまし

た。一日でも早く福山赤坂ロータリークラブに慣

れていただき、奉仕活動・親睦活動で友愛を深め

ていただきたいと思っております。 

また、福山赤坂ロータリークラブにお二人が入

会をしていただき、新年早々素晴らしい後期のス

タートを切れたのではないかと思っております。

そして、本日のプログラムは、「後期に向けて」

です。それぞれの部門、委員会で話し合っていた

だきます。後期の最重要目標は、前期に引き続き

会員増強・会員維持で純増 3 名です。現在純増 1

名なので後 2 名の増強を目標に活動したいと思

っています。また、後期のプログラムの企画・運

営がスムーズに実行できますよう、会員の皆さん

の意見や積極的な発言・提案をお願いいたします。 

 続きまして、本日の配布物に情報集会のご案内

をいたしています。2 月 4 日の火曜日に東森会員

のお店「バルカン」にて開催いたします。情報集

会の後には、塚本さん、岡田さんの新入会員歓迎

懇親会となっておりますので多数ご参加してい

ただきますよう、どうぞ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。 
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●ビジターご挨拶 

国際ロータリー第 2710 地区 

G11 ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 佐藤大三 様 

IM 実行委員長  大福浩文 様 

 

 

 

ようこそお越しいただき、ありがとうございます。 

3 月 7 日のインターシティーミーティングには、 

全会員で出席させていただきます。 

 

 

●幹事報告 

＜例会変更・休会のお知らせ＞ 

福山 RC 

≪変更≫ 

日時：2 月 17 日(月) → 2 月 15 日(土) 13：00～  

場所：福山ニューキャッスルホテル 

理由：福山ローターアクトクラブ 

創立 45 周年記念式典のため 

≪休会≫ 

日時：2 月 24 日(月) 

理由：法定休日（天皇誕生日の振り替え休日） 

 

福山西 RC 

≪変更≫ 

日時：2 月 25 日(火) → 2 月 28 日(金) 19：00～ 

場所：福山ニューキャッスルホテル 

理由：チャリティー例会 

≪休会≫ 

日時：2 月 11 日(火) 

理由：法定休日（建国記念の日） 

松永 RC 

≪変更≫ 

日時：1 月 27 日(月) 19：00～ 

場所：ニチエー会館 

理由：夜間例会 

≪休会≫ 

日時：2 月 10 日(月) 

理由：定款第 7 条第 1 節 

日時：2 月 24 日(月) 

理由：法定休日（天皇誕生日の振り替え休日） 

 

 

＜配布物＞ 

・ﾛｰﾀﾘｰの友並びにｶﾞﾊﾞﾅｰ月信 1 月号 

・地区大会特集号 

・2/4 情報集会のご案内 

・委員会構成表（新入会員追加） 

 

 

＜回 覧＞ 

・2/4 情報集会の出欠表 

・米山特別寄付の回覧 

 

 

 

●出席報告 

本日出席率 79.16％ 

（出席者38名 欠席者10名 出席免除者5名） 

修正出席率 なし 

 



●委員会報告 

・R 情報委員会 

  2/4 情報集会のご案内 

・米山奨学会委員会 

  米山特別寄付のお願い 

・親睦委員会 

  新年例会の御礼 

・広報雑誌等委員会 

  R 誌の紹介 

 

●スマイル BOX 

＜義務スマイル＞ 

創業創立記念祝 

今川忠男さん 

今川建築設計   1988 年 1 月 16 日 

松浦宏次さん 

㈱一真      1988 年 1 月 14 日 

岡田員宗さん 

㈲岡田自動車工業 1 9 70 年 1 月 1 日 

 

＜申告スマイル＞ 

◆佐藤大三様 

◆大福浩文様 

 福山ロータリークラブ E クラブさんと一緒に

インターシティーミーティングが 3 月 7 日に開催

します。多数の会員の皆様のご参加よろしくお願

いします。 

◆西川和吉 会長 

 国際ロータリー第 2710 地区 G11 ガバナー補佐 

佐藤大三様、大福浩史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。また、前回の新年家族例会に多くの会員の

皆様、家族の皆様ありがとうございました。 

◆原 隆之 副会長 

 国際ロータリー第 2710 地区 G11 ガバナー補佐 

佐藤大三様、大福浩史様、本日はようこそ福山赤

坂ロータリークラブにいらっしゃいました。よろ

しくお願いいたすとともに、楽しんでいただけれ

ばと思います。 

◆石井宏和 幹事 

 国際ロータリー第 2710 地区 G11 ガバナー補佐 

佐藤大三様、大福浩史様、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ください。 

◆徳永雅俊 パスト会長 

 休会し皆さんには大変ご迷惑をおかけしまし

た。その間プライベートではおじいちゃんになり、

また土曜日は長男の結婚式があります。仕事では

眞田パスト会長のおかげで、ドローンを武器に戻

ってくることができました。これから心を新たに

頑張りますので何卒よろしくお願いいたします。 

◆𠮷元友浩 会員 

 先日の新年家族例会で、アトラクションのダー

ツでたまたま高得点が出て、親睦委員会から心温

まるお品を頂戴いたしましたのでスマイルいた

します。ありがとうございました。 

◆馬場正人 会員 

 昨年 12 月 29 日、心和会ゴルフコンペに参加さ

せていただき優勝してしまいました。今年の運ま

で全て使い切ってしまいました。商品の天然ぶり

は自分でさばいて、親戚一同で美味しくいただき

ました。有り難うございました。 

◆塚本浩央 会員 

 福山赤坂ロータリークラブに入会させていた

だきました。今後ともよろしくお願いいたします。 

◆岡田祥平 会員 

 1 月 7 日の新年家族例会で入会させていただき

ありがとうございました。本来であれば本日例会

に出席し皆様にお礼を申し上げるところではご

ざいますが、出張と言うことでやむを得ず欠席さ

せていただきます。申し訳ございません。 

◆瀬川貴夫 会員 

所用のためお先に失礼させていただきます。 

◆下宮鉄雄 会員 

所用のため欠席させていただきます。 

 

 

 

 

 

 



●プログラム 

クラブ協議会 『後期に向けて』 

会員選考委員会 門田一治 委員長 

 

会員増強職業分類委員会 𠮷元友浩 委員長 

 

ロータリー情報委員会 谷口宏樹 委員長 

 

職業奉仕委員会 東森由倫 委員長 

 

 

 

社会奉仕委員会 馬場正人 委員長 

 

青少年奉仕委員会 岡田員宗 副委員長 

 

国際奉仕委員会 野田和秀 委員長 

 

ロータリー財団委員会 今川忠男 委員長 

 



 

米山奨学会委員会 松浦宏次 副委員長 

 

広報・雑誌等委員会 清水朗弘 委員長 

 

出席委員会 渡辺弘子 委員長 

 

親睦活動委員会 河村博文 委員長 

 

 

プログラム委員会 平井啓博 委員長 

 

ＳＡＡ 梅西大輔 委員 

 

会計 岩永光司 理事 

 
 

 

 

 

 

 

※ 次回例会 

2020 年 1 月 28 日（火）12：30～ 

職場例会（場所：勉強堂 川口店） 

 

 


