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●点 鐘  原 隆之 会長 

●ソ ン グ 「それでこそロータリー」   

●ｹﾞ ｽ ﾄ  国際ロータリー第 2710 地区グループ 11 ガバナー補佐    谷口 宏樹 様              

国際ロータリー第 2710 地区グループ 11 ガバナー補佐幹事 東森  由倫 様 

●プ ロ グ ラ ム  佐木 学 会員増強・職業分類委員長 卓話 テーマ「会員純増 3 名以上に向けて」 

●ガバナー補佐参加のクラブ協議会 

●会長の時間 

 

 皆さん、こんにちは。残暑お見舞い申し上げます。

ご多用の所、ご苦労様です。 

 本年度は、当クラブからガバナー補佐とガバナー

補佐幹事を輩出しておりますが、本日は、RⅠ2710

地区 G11 ガバナー補佐 谷口宏樹様並びにガバナ

ー補佐幹事 東森由倫様を福山赤坂ロータリーにゲ

ストとしてお迎えすることが出来ました。心より歓

迎申し上げます。本日はどうぞ宜しくお願い致しま

す。 

本日は、石井副会長にクラブフォーラムでも活躍

して頂く予定になっておりましたが、急きょ欠席と

いう事態になりました。実を申しますと、石井副会

長の奥様が、本日ご出産という事で、非常におめで

たい事柄で欠席されております。ロータリーは欠席

でございますが、ご出産という事で心よりお喜びを

申し上げたいと思っております。 

８月３１日は、松永ロータリークラブ様と合同で、

脇ガバナーの公式訪問を福山ニューキャッスルホ

テルにて開催致します。公式訪問でのクラブフォー

ラムをより効果的に行う為に、谷口ガバナー補佐と

東森ガバナー補佐幹事にクラブ協議会に参加して

頂き、アドバイスを賜りたいと思っております。重

ねて宜しくお願い致します。 

 また、前回の例会で卓話をしていただきました岡

田会員、誠にありがとうございました。私も含め、

皆様も卓話を通して、「経営とは」「人とは」と言う

ことを再確認した箇所が多々あったのではないか

と思っております。卓話の中で、一倉定経営コンサ

ルタントの話しも出ましたが、一倉氏の「社長学」

と言う著書の中に「良い会社・悪い会社」とは、の

問い掛けがありましたが、端的に「良い社長か悪い

社長」かである、と言う事だと表現されておりまし

た。没落も繁栄も、全てトップで決まると言っても

過言ではないと言う事だと思います。大変貴重な体

験も含め、岡田会員にお礼を申し上げる次第でござ

います。 

 また、８月７日にパスト会長会に参加をさせて頂

きました。内容と致しましては、創立２５周年実行

委員長推薦の件、今後の会長幹事候補者推薦の件、

出席率の向上等についての協議が行われました。 

さて、前回の例会でも少し申し上げましたが、８月

は会員増強・新クラブ結成推進月間の月でもありま

す。8 月が会員増強の月と知らない方もおいでかと
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思いますが、よく覚えておいて頂ければと思います。

当クラブの会員増強目標は、純増３名以上でありま

すが、まず会員維持をしていき、改めまして会員候

補の方がいらっしゃいましたら、情報を下さいます

ようお願い致します。 

本日のプログラムは、佐木会員増強職業分類委員長

の卓話で、テーマは「会員純増３名以上に向けて」

です。会員増強に向けて宜しくお願い致します。 

そして、例会後引き続き、ガバナー補佐を交えまし

てのクラブ協議会を開催致します。皆様のご出席と

ご協力の程、宜しくお願い申し上げまして、会長の

時間とさせて頂きます。 

 追記ですが、この度、平井幹事にコロナウィルス

対策として演台用飛沫防止パネルを 2 台作成寄贈

していただきました。クラブを代表して深く感謝申

し上げます。誠にありがとうございました。 

●ゲストご挨拶 

国際ロータリー第 2710 地区グループ 11 

ガバナー補佐  谷口宏樹様               

 
谷口様、東森様よりご芳志を賜りました。 

誠にありがとうございます。 

●幹事報告 

＜例会変更・休会のお知らせ＞ 

なし 

＜配布物＞ 

1 ．9/29 観月例会のご案内 

2 ．ロータリアンの行動規範 

3 ．卓話資料 

＜回 覧＞ 

１．観月例会出欠表 

２．ハイライトよねやま 

●出席報告 

本日出席率 81.25％  

（出席者 40 名 欠席者 8 名 出席免除者 4 名） 

前回の修正出席率 91.48％ 

（メークアップ 12 名） 

●委員会報告 

・親睦活動委員長（9/29 観月例会） 

●スマイル BOX 

＜義務スマイル＞ 

創業創立記念祝 

武郷義昭さん          

武郷税理士事務所           2004/8/25  

原 隆之さん 

㈱嵩心            2010/8/2 

村井祐介さん  

村井塗装㈱          2009/8 

塚本浩央さん  

㈱スリーシーパートナーズ  2019/8/21 

＜申告スマイル＞ 

◆原 隆之 会長   

本日のゲスト国際ロータリー第 2710 地区グル

ープ 11 ガバナー補佐 谷口宏樹様並びにガバナ

ー補佐幹事 東森由倫様、クラブ協議会よろしく

お願いいたします。又、本日は佐木増強委員長、テ

ーマ『会員純増 3 名以上に向けて』宜しくお願い

致します。 

◆平井 啓博 幹事 

 国際ロータリー第 2710 地区グループ 11 ガバナ

ー補佐 谷口宏樹様、同ガバナー補佐幹事 東森

由倫様、ようこそお越し下さいました。例会、クラ

ブ協議会と長丁場となりますがどうぞよろしくお

願い致します。 

又、本日のプログラム会員増強、職業分類委員長 

佐木さんによる卓話『会員純増 3 名以上に向けて』

どうぞ宜しくお願い致します。 

◆佐木 学 会員 

 本日の卓話『会員純増 3 名以上に向けて』につ

いてさせて頂きます。不勉強ですがどうぞよろし

くお願い致します。 



◆岡田 祥平 会員 

 前回例会の卓話におきまして、私並びに弊社の

ご紹介をさせて頂き、その後 YouTube を見て頂い

た方からも多くのコメントを頂きありがとうござ

いました。 

◆天満 博之 会員 

 今月もたくさんのスマイルありがとうございま

した。 

◆河村 博文 会員 

 所用により早退させて頂きます。申し訳ござい

ません。 

◆石井 宏和 副会長 

 本日は、ガバナー補佐訪問の大切な例会、クラブ

協議会を欠席となり大変申し訳ございません。 

●プログラム 

佐木 学 会員増強・職業分類委員長 卓話 

テーマ「会員純増 3 名以上に向けて」 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



●クラブ協議会 

 

ガバナー補佐参加のクラブ協議会 

協議事項 

・会員基盤の強化について 

・新型コロナウイルスに対応するクラブ運営の 

在り方について 

・ロータリー財団寄付について 

・その他 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

※ 次回例会 

8 月 25 日㈫ 休会 

 

8 月 31 日㈪ 12：30～福山赤坂 RC・松永 RC

合同ガバナー公式訪問 12：30～ 

福山ニューキャッスルホテル 3F 光耀の間  

 

※必ず活動計画書をお持ち下さい。 

 

 


