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西川和吉 会長

●ソ ン グ

[それでこそロータリー]

●ゲ ス ト

国際ロータリー第 2710 地区 G10 福山丸之内ロータリークラブ
2019-20 年度クラブ管理運営（戦略計画）委員会委員長 後藤道幸 様
国際ロータリー第 2710 地区 G10 福山丸之内ロータリークラブ
佐藤邦彦 様

●プログラム

ゲスト卓話 『マイロータリーの活用と登録について』

●会長の時間
たちと日本の子どもたちでサマースクール・ホー
ムステイ等の事業を民間で活動している事がと
ても感動しました。我々福山赤坂ロータリークラ
ブでも新たな事業を模索しなければならないと
思いました。
先週の 15 日に福山ローターアクトクラブの創
立 45 周年記念式典に私と石井幹事の 2 名で出席
いたしました。加盟認証が昭和 50 年 2 月 17 日
です。その頃、私は高校生で 45 年の歴史の重み
を深く感じました。
皆さん、こんにちは。

良い機会ですので、「ローターアクトクラブ」

本日のビジターは、国際ロータリー第 2710 地

を再度勉強したいと思います。ローターアクトク

区 G10 福山丸の内ロータリークラブ 2019-20 年

ラブは、18 歳から 30 歳までの青年男女の為のク

度クラブ管理運営委員会委員長

後藤道幸様、同

ラブです。通常は、地域社会又は大学を基盤とし

じく福山丸の内ロータリークラブ佐藤邦彦様、よ

ており、地元のロータリークラブが提唱していま

うこそ福山赤坂ロータリークラブにお越しいた

す。ローターアクトの目的は、青年男女が個々の

だきありがとうございます。また、お二人には、

能力開発にあたって役立つ知識や技能を高め、そ

テーマ「マイロータリーの活用と登録について」

れぞれの地域社会のニーズに取組み、親睦と奉仕

の卓話をしていただきます。とても楽しみにして

活動を通じて全世界の人々の間により良い信頼

いますので、よろしくお願いいたします。

関係を推進するための機会を提供する事にあり

先週の例会は、一般社団法人福山グローバルパ
ートナーシップ協会専務理事

ます。

籔田健一様に「世

世界最初のローターアクトクラブは、アメリカ

界とつながろう！～子どもたちと福山の明るい

合衆国ノースカロライナ州のノースシャットロ

未来のために～」の卓話をしていただきました。

ーターアクトクラブで 1968 年に結成されました。

福山グローバル人材育成事業で海外留学と地元

日本初のローターアクトクラブも同じく 1968 年

企業を組み合わせたプログラムや海外の子ども

に創立した埼玉県の川越ローターアクトクラブ

です。2710 地区では、1972 年広島、1973 年徳

梅西大輔さん

山、1975 年福山等、7 つのローターアクトクラ

(有)爽風苑

ブが 60 名で活動しています。ローターアクトに

2001/2/8

佐藤泰之さん

興味がある会員さんは、マイロータリーで調べて

(株)サトケン

いただきたいと思っています。

2012/2

以上で会長の時間を終わります。
＜申告スマイル＞
●幹事報告

◆西川和吉

福山丸之内ロータリークラブ 2019-2020 年度

＜例会変更・休会のお知らせ＞

クラブ管理運営委員会委員長

なし

越しいただきありがとうございます。

・予納金明細

本日の卓話よろしくお願いいたします。また、

・4/4 花見家族例会のご案内

楽しみにしています。

覧＞

◆原

・G10/11 合同名簿 購入申込表

隆之

副会長

福山丸之内ロータリークラブ 2019-2020 年度

・ロータリー手帳 購入申込表

クラブ管理運営委員会委員長

・ハイライト米山

後藤道幸様、福

山丸之内ロータリークラブ次年度会長

・4/4 花見家族例会の出欠表

佐藤邦

彦様、ようこそ福山赤坂ロータリークラブにお

・広島弁護士会より
4/15 講演会と無料法律相談会のご案内

越しくださいました。本日のプログラム「マイ
ロータリーの活用と登録について」よろしくお
願いいたします。

●出席報告

◆石井宏和

78.72％

（出席者 37 名
修正出席率

佐藤邦

彦様、ようこそ福山赤坂ロータリークラブにお

・卓話資料

本日出席率

後藤道幸様、福

山丸之内ロータリークラブ次年度会長

＜配布物＞

＜回

会長

欠席者 10 名

出席免除者 6 名）

なし

2019-2020 年度クラブ管理運営委員会 委員長
度会長

佐藤邦彦様、ようこそお越しください

ました。本日の卓話よろしくお願いいたします。

・親睦活動委員会

◆平井啓博

花見家族例会のご案内

副幹事

福山丸之内ロータリークラブ 2019-2020 年度
クラブ管理運営委員会委員長

●スマイル BOX

後藤道幸様、福

山丸之内ロータリークラブ次年度会長

＜義務スマイル＞

佐藤邦

彦様、本日は、ご多用中にもかかわらず卓話に
お越しいただきましてありがとうございます。

創業創立記念祝

「マイロータリーの活用と登録について」どう

馬場正人さん

ぞよろしくお願いいたします。
法律事務所

2011/2/22

清水朗弘さん
清和電設(有)

本日のゲスト、福山丸之内ロータリークラブ
後藤道幸様、福山丸之内ロータリークラブ次年

●委員会報告

馬場・片山

幹事

◆谷口宏樹

パスト会長

出張のため例会を欠席させていただきます。
1984/2

福山丸之内ロータリークラブ

後藤様、佐藤様、

大変失礼し申し訳ございません。

◆吉池

覚

会員

誠に申し訳ございません。本日、配送中に大
切なお汁をこぼしてしまい、皆様にお届けする
ことができませんでした。以後、このような不
始末のないようにいたします。本当に申し訳ご
ざいませんでした。お詫びを込めてスマイルい
たします。
◆池上

創

会員

所用のため、早退させていただきます。申し
訳ございません。
●プログラム
<ゲスト卓話>
テーマ 『マイロータリーの活用と登録について』
国際ロータリー第 2710 地区

G10

福山丸之内ロータリークラブ
2019-20 年度クラブ管理運営（戦略計画）委員会
委員長

後藤道幸 様

国際ロータリー第 2710 地区

G10

福山丸之内ロータリークラブ
佐藤邦彦 様

※

次回例会

2020 年 2 月 25 日（火）
休会
2002 年 3 月 7 日（土）
G10・11 合同 IM
12：50 集合
福山ニューキャッスルホテル 3F 光耀の間前

