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●点 鐘  原 隆之 会長 

●ソ ン グ  [君が代] [奉仕の理想] 

●プ ロ グ ラ ム  理事・役員・委員長就任挨拶 

●会長の時間 

 

 皆さん、ご多忙の所、ご苦労様です。2020-21

年度 福山赤坂ロータリークラブ会長の原です。 

この度、24 年目の年度が始まり、第 1 回目の例会

を迎えさせて頂きました。今年度、一年間 石井

副会長、平井幹事、畑副幹事をはじめ、理事・役

員・委員長・会員皆様方のお力添え、ご指導を頂

きながら、会長として職責を全うして参る次第で

ございますので、宜しくお願い致します。 

また、本年度は当クラブから谷口ガバナー補佐、

東森ガバナー補佐幹事がクラブを超えた地区で活

躍されます。そして、ＩＭが福山丸之内 RC と合

同で開催されます。ＩＭは、今川実行委員長と橋

本副実行委員長に指揮を振って頂き、盛会裏に終

われるように取り組んで参りたいと思っておりま

す。 

さて、本年度の国際ロータリークラブ会長 ボル

ガ―・クナークさんのテーマは、「ロータリーは機

会の扉を開く」です。国際ロータリー第 2710 地区 

脇ガバナーの信条は、「不易流行」で、「楽しくな

ければロータリーではない」です。 

当クラブのテーマは、「機会を通じで価値観を共有

できる仲間づくり」です。 

そのテーマの中で、趣をおいているのが、会員相

互の価値観を共有する為に、当クラブの特徴と歴

史を再度学び、又、ロータリー組織の意義・目的

の再勉強をして参加意欲が高まる例会にして参る

ことです。 

また、この 2 年間程、会員の入会が増えたり減っ

たりと、結局 会員純増が0名となっております。

本年度も、会員純増 3 名以上の会員増強を目指し

て参りますので、是非とも皆様方にご協力頂いて、

入会候補者のご紹介を賜りますよう、切にお願い

致します。 

次に、理事会の報告をさせて頂きます。 

本日 11 時 30 分より、事務局にて第 1 回の理事会

を行いました。まず、2019-20 年度の決算につい

て、次に 2020-21 年度の予算について、審議承認

されました。プログラムに関して、打合せ致した

物を配布致しております。一部修正の予定となっ

ておりますが、変更したものにつきましては、あ

らためて配布させていただこうと思っております。 

また、薬物乱用防止ビラ配布につきましては、松

浦社会奉仕委員長より後ほど報告をしていただき

ます。また、IM 福山赤坂 RC 組織図案を協議させ

ていただき、承認を頂きました。クラブ事業をメ

ークアップ対象活動としての承認も頂きましたの

で報告致します。 

話はそれますが、西川直前会長には今年度、会計

監査理事を行って頂きますが、現在、負傷の為手

術を行い、入院中です。しばらくの間、例会会場

で顔を見ることが出来なくなります。そのような

中で、WEB 例会へ出席してメークアップして頂く
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事になりました。現在は WEB 例会での出席のルー

ル、取り決めが出来ておりませんので、今後理事

会で形にしていきたいと思います。それと、皆様

ご承知の事と思いますが、下宮典子会員が体調の

事もあって、先月の期末をもって退会をされまし

た。予納金をスマイルさせて頂きたい旨の申し出

があり、10 口以上のスマイルをして頂きました。

健康であれば、まだまだ続けたいと思われていた

ようです。本当にありがとうございました。 

最後に、未だにコロナの影響が納まる気配を感じ

る事が出来ませんが、一日も早く終息をしてくれ

る事を心より念願致しております。新年度は、53

名から 52 名の出発となりますが、この一年間、会

員の皆様と共に福山赤坂ロータリークラブを盛り

上げて参りたいと思います。本日も最後まで宜し

くお願い致します。 

 

●記念品贈呈 

＜クラブより直前会長・幹事へ記念品の贈呈＞ 

 

 

 

 

  

 

＜直前会長・幹事よりクラブへ記念品の贈呈＞ 

 

 

●幹事報告 

＜例会変更・休会のお知らせ＞ 

福山南 RC 

≪休会≫ 

日時：7 月 23 日（木） 

理由：法定休日（海の日） 

 

福山西 RC 

≪変更≫ 

日時：7 月 21 日(火) → 同日 19：00～ 

場所：福山ニューキャッスルホテル 

理由：クラブフォーラム 

 

福山東 RC 

≪休会≫ 

日時：7 月 22 日（水） 

理由：細則第５条第２節（ｃ） 

 

＜配布物＞ 

・ロータリー会員証 

・会費納入のご案内 

・ロータリーの友並びにガバナー月信７月号 

・納涼家族夜間例会のご案内 

・ガバナー補佐訪問・ガバナー公式訪問の案内 

・例会プログラム 

・理事役員委員会構成表 

＜回 覧＞ 

・納涼夜間家族例会出欠表 

・ガバナー補佐訪問･ガバナー公式訪問の出欠表 

・ガバナー月信 7 月最終号（晝田年度） 

・ふくやま草戸千軒ﾐｭｰｼﾞｱﾑ夏の展示のご案内 

 ・「第 19 回ロータリー全国囲碁大会」のご案内 

●出席報告 

本日出席率 78.08％  

（出席者 37 名 欠席者 11 名 出席免除者 4 名） 

前年度出席委員長より最終例会出席率 100％達成 

 

●委員会報告 

・社会奉仕委員会 

薬物乱用防止キャンペーンについて 

・親睦活動委員会 

納涼家族夜間例会の案内 

・広報・雑誌等委員会 

R の友並びにガバナー月信７月創刊号紹介 



●スマイル BOX 

＜義務スマイル＞ 

会員誕生記念祝 

佐木 学さん  7/1 生  

山内 透さん  7/10 生  

パートナー誕生記念祝 

谷口宏樹 令夫人 直子様 7 / 2 6 生 

山本秀樹 令夫人 裕子様 7 / 2 3 生 

松浦宏次 令夫人 真美様 7 / 1 3 生 

瀬川貴夫 令夫人 由美様 7 / 4 生 

清水朗弘 令夫人 麗子様 7 / 2 生 

岡田員宗 令夫人 レニ様 7 / 1 1 生 

 

 

＜申告スマイル＞ 

◆原 隆之 会長 

本日より、新年度が始まります。会長職として一

年間職責を全うするべく頑張りますので、皆様方

のご支援ご協力のほどよろしくお願いいたしま

す。 

◆石井宏和 副会長 

改めまして、福会長を拝命いたしました石井です。

引き続きよろしくお願いいたします。本日のプロ

グラムは「理事・役員・委員長就任挨拶」です。

皆さん、よろしくお願い致します。 

◆平井啓博 幹事 

一年間幹事として、精一杯がんばります。ご指導

のほどよろしくお願い致します。本日のプログラ

ム「理事 役員 委員長就任挨拶」よろしくお願

い致します。 

◆眞田奈津基 パスト会長 

先般、赤坂小学校へスマートフォンとその通信料

を寄付して参りました。子供たちの笑顔を見て、

寄付して良かったと改めて感じました。今後も奉

仕の精神を忘れず、企業活動に邁進したいと思い

ます。また、7 月 3 日には、東京西麻布に鉄板焼

きの店をオープン致しましした。上京の折にはぜ

ひお立ち寄りください。 

◆松浦宏次 会員 

7 月 3 日に東京の西麻布に鉄板&グリル「かねい

し」をオープンいたしました。広島の食材とカリ

フォルニアワインをメインにしたお店です。東京

に行く機会がありましたらよろしくお願いいた

します。またお祝いをいただいたメンバーの皆様

ありがとうございました。 

◆𠮷元友浩 会員 

この度、西麻布の金石の工事をさせていただき、

無事完成いたしました。ありがとうございました。

また、7 月 4 日のオープンにお邪魔させていただ

き、工事関係者とともにとても美味しくいただき

ました。本当にありがとうございました。 

◆桑田真由美 会員 

 所用のため欠席致します。申し訳ございません。 

●プログラム 

＜理事・役員・委員長就任挨拶＞ 

原 隆之 会長 

 

石井 宏和 副会長 

 

 

 

 

 

谷口 宏樹 ガバナー補佐 



谷口 宏樹 ガバナー補佐 

 

今川 忠男 IM 実行委員長 

 

眞田 奈津基 会員選考委員長 

 

佐木 学 会員増強職業分類委員長 

 

麦谷 恒雄 ロータリー情報副委員長 

 

 

 

 

 

 

 

下宮 鉄雄 職業奉仕委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松浦 宏次 社会奉仕委員長 

 

 

 

岡田 員宗 青少年奉仕委員長 

 

 

 

 

 
岡田 員宗 青少年奉仕委員長 

 

池上 創 国際奉仕委員長 

 

 

 

 



池上 創 国際奉仕委員長 

 

岩永 光司 ロータリー財団委員長 

 

熊田 祐介 広報・雑誌等委員長 

 

佐々木 翔陽 出席委員長 

 

梅西 大輔 親睦活動委員長 

 

畑 弓子 プログラム委員長 

 

天満 博之 ＳＡＡ委員長 

 

橋本 慎吾 会計監査 

 



平井 啓博 幹事 

 
 

 

※ 次回例会 

2020 年 7 月 14 日（火）12 時 30 分～ 

例会（決算・予算報告） 

 


