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●点 鐘  原 隆之 会長 

●ソ ン グ  「我等の生業」 

●ｹﾞ ｽ ﾄ   福山市教育委員会教育長 三好 雅章（みよし まさあき）様 

       福山市議会議員          羽田 俊介（はだ しゅんすけ）様  

●プログラム  第 12 回善行児童生徒表彰式 

●会長の時間 

 

 会員の皆様におかれましては、公私共にご多忙

の中、出席して頂きありがとうございます。本日

は来賓に、福山市教育委員会 教育長 三好雅章

様にお越し頂き、ありがとうございます。後程、

福山市立小中学校図書館整備の寄付目録の贈呈式

を執り行わせて頂きます。この寄付は５年計画で、

今回で３回目となります。宜しくお願い致します。 

 次に前回の例会で入会式を終え、新しく中川達

也さんと影浦宏樹さんの２名が福山赤坂ロータリ

ークラブの仲間になりました。早く慣れて頂き、

交流を深めて頂ければと思っております。 

また前回の例会では、来年３月 6 日に行われる

「ＩＭについて」の協議会を、今川実行委員長を

中心に準備、実行委員会等の協議を行って頂き、

ありがとうございました。そして先週の１１月 6

日に、第３回合同 IM 実行委員会を福山丸之内ロ

ータリークラブと合同で協議を行いました。引き

続き、開催まで皆さんのお力添えを賜り、成功裏

に収める事が出来ますよう、ご協力の程お願い申

し上げます。 

 次に、１１月の理事会を事務局で開催致しまし

た。まずプログラムについてと予算実行状況の報

告と、指名委員会の件と佐渡会員休会延長の承認

などについて協議を行い、いずれも承認されまし

た。続きまして、１１月３日に、G10-11 合同親睦

ゴルフ大会が、新市クラシックゴルフクラブで開

催されました。大変気候も良く、ゴルフ日和でし

た。当クラブは団体戦で５位でしたが、参加した

皆さんの活躍に敬意を表し、心よりお礼を申し上

げます。また今回は、当クラブの会長・幹事杯も

併催させて頂き、皆さん上手な人も、それなりの

人も、そうでない人も交流を深めながら楽しんで

頂けたのではないかと思っております。参加して

頂いた皆さん、ありがとうございました。 

それではこの後に、当クラブの重要な継続事業

の一つでもあります、第 12 回善行児童生徒表彰を

執り行います。青少年奉仕委員会の岡田委員長を

はじめ、委員会の皆様、関係各位の皆様には事前

段取り、打合せと何度もご苦労を頂き、本日を迎

える事が出来ました事を心より感謝致して居る所

であります。最後に、本日の善行児童生徒表彰式

が、今後の福山赤坂ロータリークラブの活動の充

実と、より地域社会に貢献できる事を目指して会

長の時間とします。 

 

 

 

2020-21 第 1058 回例会 2020 年 11 月 10 日(火) 



●福山市立小中学校図書館整備 寄付目録贈呈式 

 

・福山市立小中学校図書館整備 寄付目録贈呈式 

 
 

・福山市教育委員会より感謝状授与 

 
 

●幹事報告 

な し 

 

＜配布物＞  

１．ロータリーの友及びガバナー月信 11 月号 

2. 善行表彰式式次第 

 

＜回 覧＞ 

な し  

 

●出席報告 

本日出席率 72.91％  

（出席者 35 名 欠席者 13 名 出席免除者 5 名） 

前回修正出席率 87.5％ 

 

 

●委員会報告 

な し 

 

●スマイル BOX 

＜義務スマイル＞ 

会員結婚記念祝 

東森由倫さん 11 月 10 日 

橋本慎吾さん 11 月 29 日 

鈴木臣也さん 11 月 6 日 

中川達也さん 11 月 3 日  

＜申告スマイル＞ 

◆原 隆之 会長 

 本日は、福山市教育委員会 三好教育長、福山

市議会議員 羽田俊介様、ようこそお越し頂きま

した。先程の福山市立小中学校図書館整備の寄付

目録の贈呈式もありがとうございました。又、本

日は当クラブの重要な継続事業の一つでもあり

ます、善行児童生徒表彰を執り行います。宜しく

お願い致します。 

◆石井 宏和 副会長 

 本日のゲスト、福山市教育委員会教育長 三好

雅章様、福山市議会議員 羽田俊介様、ようこそ

お越し頂きありがとうございます。また、例会後

の第 12 回善行児童生徒表彰、岡田委員長、宜し

くお願い致します。 

◆平井 啓博 幹事 

 本日のゲスト福山市教育委員会教育長 三好

雅章様、福山市議会議員 羽田俊介様、ようこそ

お越し下さいました。本日はどうぞ宜しくお願い

致します。本日は、善行児童生徒表彰式です。青

少年奉仕委員会の皆様どうぞ宜しくお願い致し

ます。最後に先日のゴルフ同好会会長幹事杯にお

いて優勝させて頂きました。皆様かんむり杯で優

勝してごめんなさい。 

◆岡田 員宗 会員 

 本日のプログラムは『善行児童生徒表彰』です。

宜しくお願い致します。 



先日の G10-11 合同親睦ゴルフ大会、『福山赤坂

RC 原会長・平井幹事杯』にて入賞させていただ

き、その後の懇親会では楽しい時間を過ごさせて

いただきました。橋本パスト会長、原会長、平井

幹事、ご馳走になりありがとうございました。 

◆梅西 大輔 会員 

 先日はロータリーのゴルフコンペ無事参加さ

せていただきました。なんとスコアを前回より 20

も縮める事ができました。ご一緒させていただい

た岡田さん、付きっきりのサポートありがとうご

ざいました。とても楽しいゴルフをする事ができ

ました。打ち上げまで原会長、平井幹事、橋本パ

スト会長ありがとうございました。 

◆下宮 鉄雄 会員 

 G10-11 ゴルフコンペに初めて参加させて頂き

ました。会長・幹事杯で見事にブービー賞を頂き

ました。ひとえに梅西さんのおかげです。ありが

とうございました。橋本幹事長、平井幹事のゴル

フ教室のおかげで少しは前へ進むようになりま

した。原会長からの景品等のこころ使いありがと

うございました。 

◆河村 博文 会員 

 先日のゴルフコンペの有志打ち上げでは、会長、

幹事、橋本パスト会長にご馳走になりました。 

ありがとうございました。スマイルします。 

◆清水 朗弘 会員 

 先日の G10-11 親睦ゴルフ大会並びに原会長、

平井幹事杯への多くのご参加ありがとうござい

ました。表彰式後の有志の親睦会では、原会長、

平井幹事、橋本ゴルフ同好会幹事長ご馳走様でし

た。さらに平井幹事には、つけ麺 6 玉ご馳走にな

りました。ありがとうございました。 

◆渡辺 弘子 会員 

 先日の G10-11 親睦ゴルフ大会では大変お世話

になりありがとうございました。また、二次会で

も当店をご利用いただき誠にありがとうござい

ます。スマイルさせて頂きます。 

 

●プログラム 

＜第 12 回善行児童生徒表彰式＞  

１、児童・生徒入場 

 

２、開会挨拶  

福山赤坂ロータリークラブ 会長 原 隆之 

 

３、来賓挨拶 

福山市教育委員会 教育長 三好 雅章様 

 

 

 

 

 

 



４、来賓挨拶 

福山市議会議員 羽田 俊介 様 

 

５、表彰 赤坂小学校 

 

6、児童代表挨拶 

 

7、表彰 福山中学校 

 

8、生徒代表挨拶 

 

9、閉会挨拶 

福山赤坂ロータリークラブ 

青少年奉仕委員会委員長 岡田 員宗 

 

１0、記念撮影 

 

 

１1、児童・生徒退場 



 

 
 

※次回例会 11 月 17 日 12：30～ 

一心ビル例会場 

ゲスト卓話 今村 匡様（プログラム委員会 

担当） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


