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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   なし 

●ﾋﾞｼﾞﾀｰ    なし 

●プログラム  年次総会 

●会長の時間 

 

 会員の皆様、いつもご苦労様です。本日もコロナ

禍の状況の中、沢山の皆様にご出席を頂きありがと

うございます。本日の例会会場は、一心様のご都合

で例会会場を福山ニューキャッスルホテルにて開

催致す事となりました。皆様に大変ご苦労をお掛け

致します事をお詫び申し上げます。しかしながら、

一心様にはいつも例会会場の場を快くお貸し頂い

ております。こういった時にこそ、気持ちよく協力

させて頂ければと思っております。  当たり前の

「ありがたさ」にあらためて気づきます。本当にい

つもありがとうございます。  

又、本日のゲスト・ビジターはございませんが、

前回の例会では、ゲストに特定非営利活動法人スポ

ーツクラブナイス理事長 岡本真様にお越し頂き、

「みんなで守ろう福山の宝物」と題して卓話を行っ

て頂きました。又、ビジターにあゆみギフトの 越

智幸志さんにもお越し頂きました。当クラブへの入

会も検討されておられ、ぜひ仲間になれればと思っ

ております。 

 また、先週の金曜日に河村会員が経営致しており

ます福山プラザホテルにて情報集会を行い 中川会

員・影浦会員の新入会員歓迎懇親会も開催致し、皆

様と親睦を深めることができました。そして昨日、

姉妹クラブの東京赤坂ロータリークラブと第三回

目のズーム会議を行い、職業奉仕などについての協

議を致し、交流を深めました。 

 さて、本日のプログラムは年次総会でございます。

年次総会については、クラブ細則第５条、第１節に

「毎年１２月に開催されるものとする。そしてこの

年次総会において、次年度の役員及び理事の選挙を

行わなければならない」と記されております。次年

度の当クラブの組織体制を決める大事な総会です

ので、宜しくお願い致します。 

 以上で会長の時間を終わります。最後まで宜しく

お願い致します。 

 

●幹事報告 

＜例会変更・休会のお知らせ＞ 

福山南 RC 

≪変更≫ 

日 時 ：12 月 24 日(木)⇒25 日(金) 18：30～ 

場 所 ：福山ニューキャッスルホテル 

理 由 ：クリスマス親睦夜間例会 ⇒ 中止 

12 月 24 日(木)12：30～通常例会 

＜配布物＞ 

１.ロータリーの友及びガバナー月信 

（月信の新会員紹介で中川さんと 

影浦さんの掲載あり） 

2020-21 第 1062 回例会 2020 年 12 月 15 日(火) 

 



２.1/26 職場例会のご案内 

３.次年度 理事・役員構成案 

 

＜回 覧＞ 

1．1/5 新年例会出欠表 

2．1/26 職場例会出欠表 

3．財団室ニュース 

4．ハイライトよねやま 

 

●出席報告 

本日出席率 71.42％  

（出席者 35 名 欠席者 14 名 出席免除者 4 名） 

前回修正出席率 95.91％ 

 

●委員会報告 

・広報雑誌等委員会 ロータリーの友 12 月号紹介 

･職業奉仕委員会（1/26 職場例会の案内） 

 

●スマイル BOX 

＜義務スマイル＞ 

創業創立記念祝 

西川和吉さん   ㈱ニックス  1990/12/6 

河村博文さん   ㈱カワムラ   1978/12/1 

杉元一昌太さん ㈱バルコム  1967/12/14 

村上雄平さん  ㈱スキップス  2017/12/1 

＜申告スマイル＞ 

◆原 隆之 会長 

 本日は、例会場が熊田会員の勤務先の福山ニュ

ーキャッスルホテルにて開催致す事となり宜しく

お願い致します。又、本日は年次総会で当クラブの

組織体制を決める大事な総会ですので宜しくお願

い致します。 

◆石井 宏和 副会長 

 本日は年次総会となっております。皆様、ご協力

の程宜しくお願い致します。 

また、急に冬らしくなってきました。体調管理には

気を付けていきましょう。 

 

◆平井 啓博 幹事 

 年末のご多用中にもかかわらず、多数の例会出

席誠に有難うございます。本日のプログラムは年

次総会です。どうぞ宜しくお願い致します。 

◆畑 弓子 副幹事 

  本日のプログラム、年次総会です。宜しくお願

い致します。 

12 月 11 日の情報交換会に体調をくずし参加出来

ず、申し訳ありませんでした。 

◆今川 忠男 パスト会長 

 先週の 12 月 11 日、リーデンローズ現地視察、

1M 本会議パネルディスカッション第 1 回キック

オフミーティングにご出席をいただいた 1M 実行

委員部会長、メンターの皆様ありがとうございま

す。来週 12 月 22 日第 3 回実行委員会と現地確認

と準備宜しくお願い申し上げます。 

◆橋本 慎吾 パスト会長 

 先週の土曜日に、1M 本会議のキックオフミーテ

ィングが小林代議士と 9 名の（小・中・高）パネ

リストご参加のもと福山市役所にて開催されまし

た。6 名の（1 名リモート参加）メンターを中心に

分科会ではすごく盛り上がりました。また、めちゃ

くちゃ意識の高い児童・生徒ばかりで今から当日

が楽しみです。メンター及び実行部会のみなさま

当日までよろしくお願いします。 

◆馬場 正人 会員 

 12 月 11 日情報集会及び新入会員歓迎懇親会に

ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。

新入会員のお二人になるべくわかりやすくロータ

リー情報をお伝えしたつもりですが、今後の例会

等を通じてさらにロータリーを学んでいただけれ

ばと思います。次回の情報集会は、さらにブラッシ

ュアップした集会にしたいと思います。 

◆中川 達也 会員 

◆影浦 宏樹 会員 

 先日は、新入会員の講義ありがとうございます。

これからもご指導の程よろしくお願い致します。 



◆吉元 友浩 会員 

 本日は所用により早退させて頂きます。申し訳

ありません。 

◆桑田 真由美 会員 

 所用の為欠席させていただきます。誠に申し訳

ございません。 

◆鈴木 臣也  会員 

 所要の為欠席させていただきます。誠に申し訳

ございません。 

 

●プログラム 

・年次総会 (次年度理事・役員の) 

 

 

会長          石井宏和   さん 

副会長（会長エレクト） 平井啓博     さん   

幹事          畑弓子    さん 

会計          西川和吉   さん 

会員組織部門      眞田奈津基  さん 

奉仕プロジェクト部門  清水朗弘   さん 

ロータリー財団等部門  岩永光司   さん 

クラブ運営部門（副幹事）松浦宏次   さん 

会計監査        原隆之    さん 

25 周年実行委員長    徳永雅俊   さん 

会場監督（ＳＡＡ）   村井祐介    さん 

を選任致しました。 

 

●情報集会 12 月 11 日 福山プラザホテル 

10月 27日入会の 中川会員と影浦会員の情報集会

と歓迎懇親会を開催致しました。 

 
 

 
 

※次回例会 12 月 22 日㈫12：30～  

 原 隆之会長「前期を振り返って」 

場所/福山ニューキャッスルホテル  



 


