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例会場 / 事務局 福山市赤坂町赤坂 1276 一心ビル 3F

Rotary Connects The World

2019-20 年度 RI 会長
ﾏｰｸ･ﾀﾞﾆｴﾙ･ﾏﾛｰﾆｰ氏

西川和吉 会長

●ソ ン グ

[手に手つないで] [四つのテスト]

●プログラム

クラブ協議会 『今年度委員会活動の振り返り』

●会長の時間
びマスクの全員着用・各テーブルの消毒・配置、
会場入り口の開放等感染防止策を講じての開会
となり、久々の再会に会員の皆さんのたくさんの
笑顔があったと思います。
そして、新しい試みとして、本日の例会を１５
分程度に編集してユーチューブにアップして、欠
席の会員の皆さんが閲覧できるように準備をし
ました。そして、会員の皆さんにメールで、URL
を配信しますので是非ご覧ください。
先程、ポールハリスフェロー表彰で、今川忠男
福山赤坂ロータリークラブの会員皆さん、こん
にちは。
休会が３ヶ月続きお会いすることが出来ませ

パスト会長、眞田奈津基パスト会長、河村博文会
員、松浦宏次会員、そして米山功労者表彰で、眞
田奈津基パスト会長、畑弓子会員、を表彰させて

んでしたが、お元気でお過ごしだったでしょう

いただきました。本当にありがとうございました。

か？私たちの日常は、感染防止、拡散を踏まえ、

さて、社会奉仕委員会の継続事業である、JR

まだまだ不自由な経済活動と日常生活が続きス

備後赤坂駅前花壇の美化管理を梅西会員に５月

トレスも溜まっていると思いますが、もう少し我

１９日に活動していただきました。梅西会員、ど

慢して行きましょう。

うもありがとうございました

５月１４日に全国３９県で緊急事態宣言を解

本日のプログラムは、今年度の委員会活動の振

除いたしたのを機に、５月１５日にＺＯＯＭによ

り返りのクラブ協議会です。今年度は、あと１ヶ

るオンライン理事会を開催いたしましたのでご

月残っていますが理事役員、委員長をはじめ会員

報告いたします。

の皆さんには大変お世話になり又ご協力をいた

・５月の例会の件は、５月２６日より通常例会
を開会する。（食事は、持ち帰りで短縮例会）

だき、ありがとうございました。1 年間の委員会
活動を振り返り成果や課題を話し合っていただ

・プログラム、予算実行状況、下宮典子会員の

き、次年度の素晴らしい活動が実行出来ますよう

退会、クールビズ（５月～１０月末）の件を承認

各委員会の総括をしていただきたいと思ってい

していただきました。

ますので、よろしくお願いします。

新型コロナウィルス感染症拡大防止の為、３月
３日から取りやめとなっていた例会が開会され
ました。例会会場の入場時のアルコール消毒およ

以上で会長の時間を終わります。

●ポールハリスフェロー表彰

＜回

覧＞

・ハイライト米山

今川忠男 パスト会長
眞田奈津基 パスト会長

＜報

河村博文 会員

告＞

・福山西 RC 様より、周年記念品が届きました

松浦宏次 会員

（式典中止）

●出席報告

●米山功労者表彰
第２回マルチプル

眞田奈津基 パスト会長

第１回米山功労者

畑

弓子 会員

●幹事報告
＜例会変更・休会のお知らせ＞

本日出席率

79.59％

（出席者 39 名
修正出席率

欠席者 10 名

出席免除者 4 名）

なし

●委員会報告
なし

福山東 RC
≪休会≫
日時：5 月 27 日(水)

●スマイル BOX
＜義務スマイル＞

理由：細則第５条第２節（ｂ）

会員入会記念祝
福山南 RC
≪休会≫
日時：5 月 28 日(木)
理由：定款第７条第１節（ｄ）(3)

赤毛康倫さん

2013 年 5 月 21 日

𠮷本友浩さん

2013 年 5 月 21 日

下宮鉄雄さん

2018 年 5 月 8 日

福山北 RC
≪休会≫

＜申告スマイル＞

日時：5 月 29 日(金)
理由：定款第 7 条第 1 節（ｄ）(3)

◆西川和吉

会長

3 ヶ月ぶりの例会に出席していただいた会員
鞆の浦 RC
≪休会≫
日時：6 月 2 日(火)
理由：例会場（ホテル鴎風亭）が休館のため

のみなさん、ありがとうございます。
本日のプログラムはクラブ協議会です。活発
な話し合いをよろしくお願いします。
◆原

隆之

副会長

本日は、久しぶりのロータリークラブ開催に
＜配布物＞

なり、皆様にお会いすることができ、喜んでお
ります。また、クラブ協議会の今年度の振り返

・ロータリー手帳（注文者）

りと発表のほど、委員長の皆様よろしくお願い

・２月～５月までのパートナープレゼント

いたします。

◆石井宏和 幹事
久しぶりの例会再開となりました。コロナ対
策でもう少し通常の例会と異なり、皆様にはご
迷惑をかけいたしますがご協力のほど、よろし

●プログラム
クラブ協議会
『今年度委員会活動の振り返り』

くお願いいたします。
◆今川忠男 パスト会長
いつも皆様にはロータリー財団への理解と寄
付をいただきありがとうございます。
特に本日、ポールハリスフェローとして眞田
奈津基パスト会長、河村博文さん、松浦宏次さ

会員組織部門

𠮷元友浩 理事

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
ロータリー情報委員会

𠮷元友浩 委員長
谷口宏樹 委員長

ん、感謝申し上げます。
◆池上

創 会員

4 月に行われた福山市議会議員選挙で、父が 6
期目の当選をさせていただきました。
応援していただいた方々に感謝を申し上げス
マイルいたします。
◆山内

透 会員

2019 年 10 月 12 日に東京にて急性脳梗塞を発
症いたしまして、SAA 委員長の任にありながら、
皆様方にご迷惑、ご心配をおかけいたしました
こと、深くお詫び申し上げます。
本日よりよろしくお願い申し上げます。西川
会長、事務局の皆様方よりお見舞い賜り、有り
難うございました。
◆徳永雅俊 パスト会長
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。

奉仕プロジェクト部門

馬場正人 理事

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
国際奉仕委員会

瀬川貴夫 委員長
野田和秀 委員長

ロータリー財団等部門

杉原康生 理事

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

杉原康生 委員長

クラブ管理運営部門

平井啓博 理事

広報・雑誌等委員会
出席委員会

池上

創 副委員長

渡辺弘子 委員長

親睦活動委員会
プログラム委員会

河村博文 委員長
平井啓博 委員長

ＳＡＡ

山内

透 委員長

ＳＡＡ

梅西大輔 委員

※

次回例会

2020 年 6 月 2 日（火）12：30～
原

隆之 次年度会長『次年度に向けて』

◇◇

赤坂駅前の花壇美化整備

◇◇

2020 年 5 月 19 日 火曜日
梅西大輔会員の〝(有)爽風苑〟様のご協力をいただいて、赤坂駅の花壇美化整備が行われました。
≪美化された花壇≫

〝(有)爽風苑〟様、ありがとうございました。

◇◇

ガバナーエレクトを囲む会
～

脇

正典ガバナーエレクト

◇◇

～

2020 年 5 月 19 日 火曜日
当クラブと福山丸之内 RC が主催しました。次年度は当クラブから谷口ガバナー補佐を輩出致します。

