
    

 

 

Rotary Opens Opportunities 

2020-21年度 RI会長 

ホルガ－・クナーク氏 

 

 
福山赤坂ロータリークラブ週報 

会 長 原 隆之 

幹  事 平井啓博 

会 計 橋本慎吾 

副会長 石井宏和 

副幹事 畑 弓子 

ＳＡＡ 天満博之 

例会場 / 事務局 福山市赤坂町赤坂1276一心ビル3F 

 TEL(084)920-4141 FAX(084)920-4140  

 E-mail  fa-rc@aurora.ocn.ne.jp 
 
 

●点 鐘  原 隆之 会長 

●ソ ン グ  [それでこそロータリー] 

●プ ロ グ ラ ム  クラブ協議会『後期に向けて』

●会長の時間 

 

 会員の皆様、改めまして、新年あけましておめ

でとうございます。本年もどうぞ宜しくお願い申

し上げます。昨年は、新型コロナ感染に始まった

ような１年間でありました。年明けの２月に、政

府が全国小中高に休校要請を出し、春休みも一斉

休校となりました。また、３月には、コロナ禍の

影響で東京五輪・パラリンピックが１年延期とな

るなど、第一波の波が押し寄せました。その後に

第二波、現在は第三波の波が押し寄せ、緊急事態

宣言が出ており、不要不急の自粛状況下であり、

一日も早くコロナが終息してくれることを願うば

かりでございます。また８月には、安倍首相の辞

任表明があり、菅首相が誕生し、新内閣が発足い

たしました。しかしながら、今年の干支は丑年で

あります。丑年は「耐える」「これから発展する前

触れ、芽が出る」というような年になると言われ

ております。会長職をお受けし、残り半年となり

ましたが、悔いの残らぬよう、またプログラムを

推進できるよう努めて参りたいと思います。今年

は特に、コロナ禍の終息を願うと共に、会員・ご

家族の皆様が素晴らしい一年になります事を、心

より念願致しておる所でございます。また、昨年

の年度初めより治療に専念されていた西川パスト

会長が、本日より復帰されました。大変嬉しく思

っております。 

 次に、本来なら恒例の新年家族例会を開催致し、

ご家族の皆さんも含め親睦を深める訳でございま

すが、これもコロナ禍の中、中止とさせていただ

きました。クラブ管理運営部門の畑理事並びに、

梅西親睦委員長を始め、企画運営の段取りに携わ

って頂いた関係各位の皆様に、厚くお礼を申し上

げます。 

 次に、先程 越智幸志さんの入会式を行うことが

出来、大変嬉しく思っておる所であります。早く

当クラブに慣れ親しんで頂き、交流を深めて頂け

ればと思います。改めまして、越智幸志さん、ご

入会おめでとうございます。そして、推薦者の「谷

口さん、岡田さん」推薦して頂きありがとうござ

いました。 

 続いて１月の理事会を事務局で開催致しました。 

 まず、プログラムと予算実行状況の報告、ロー

タリー財団年次寄付（後期）の件、アクティブシ

ニア運転講習の開催について、次週の職場例会の

件、山内会員の休会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。 

 また、本日例会終了後の 13：40 より IM 実行委

員会が開催されます。そして、本日のプログラム

は、クラブ協議会「後期に向けて」です。それぞ

れの部門委員会で話し合って頂きます。また、後

期のプログラム、企画運営がスムーズに進みます
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よう、意見提案の発表を宜しくお願い致します。 

 以上、会長の時間を終わります。 

 

●新入会員入会式 

＜越智幸志さん＞（推薦者：谷口宏樹、岡田 員宗） 

 

 

 

 

●幹事報告 

＜例会変更・休会のお知らせ＞ 

福山北 RC 

≪休会≫ 

1 月 15 日(金)   

定款第 7 条第１節 (d)(1) 

≪取消≫ 

1 月 22(金)  

1 月 29(金) 

2 月  5(金) 

定款第 7 条第１節 (d)(3)  

 

福山西 RC 

≪取消≫ 

1 月 19 日（火） 

1 月 26 日（火） 

定款第 7 条第 1 節（ｄ）（3） 

 

福山南 RC 

≪休会≫ 

1 月 28 日（木）  

定款第 7 条第 1 節 

 

福山東 RC 

≪休会≫ 

1 月 27 日(水)  

クラブ細則第 5 条第 2 節(ｃ) 

 

鞆の浦 RC 

≪取消≫ 

1 月 19 日（火） 

1 月 26 日（火） 

≪変更≫ 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため 

3 月末まで第一例会のみ開催 

2 月 2 日(火)12：30～ホテル鷗風亭 

     3 月 2 日(火)12：30～ホテル鷗風亭 

 

＜配布物＞ 

・ロータリーの友並びにガバナー月信 1 月号 

＜回 覧＞ 

・米山特別寄付・賛助会員申し込み表 

・財団室ニュース 

・ハイライトよねやま 



●出席報告 

本日出席率 73.46％  

（出席者 36 名 欠席者 13 名 出席免除者 5 名） 

前回修正出席率 81.63％ 

 

●委員会報告 

1.米山奨学会委員会（特別寄付･賛助会員のお願い） 

2.職業奉仕委員会（1/26 職場例会の案内） 

3.広報雑誌等委員会（R の友紹介） 

 

●スマイル BOX 

＜義務スマイル＞ 

創業創立記念祝 

今川 忠男さん  今川建築設計     1988/1/16 

松浦 宏次さん ㈱一真       1988/1/14 

岡田 員宗さん ㈲岡田自動車工業 1970/1/1  

＜申告スマイル＞ 

◆原 隆之 会長 

 皆さん、あけましておめでとうございます。本

年もよろしくお願い致します。本日は越智さんが

入会されました。入会おめでとうございます。又、

本日はクラブ協議会『後期に向けて』です。よろ

しくお願い致します。 

◆石井 宏和 副会長 

 皆様、あけましておめでとうございます。本年

もよろしくお願いいたします。越智幸志さん、入

会おめでとうございます。これから早く慣れて頂

き一緒にがんばっていきましょう。 

◆平井 啓博 幹事 

 あらためまして、新年あけましておめでとうご

ざいます。本年もどうぞ宜しくお願い申し上げま

す。本日入会の越智幸志さん、入会おめでとうご

ざいます。積極的にご参加頂き早くなじんで頂け

たら幸いです。また、本日はクラブ協議会『後期

に向けて』皆様どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

 

◆門田 一治 パスト会長 

 年賀状ありがとうございます。又、寒中お見舞

い申し上げます。本年も宜しくお願い致します。

又、コロナには気を付けましょう。 

◆谷口 宏樹 パスト会長 

 越智さん入会おめでとうございます。共にがん

ばりましょう！皆さんも宜しくお願いします。 

◆眞田 奈津基 パスト会長 

 越智さん、入会おめでとうございます。これか

らのロータリーライフ楽しんで下さい。また年末

には、弊社の都合で例会場を変更して頂きご迷惑

をお掛けしました。おわびも含め、スマイルさせ

て頂きます。 

◆西川 和吉 パスト会長 

 左肩のケガの為、長期欠席をして誠に申し訳ご

ざいませんでした。これから福山赤坂ＲＣの活動

に積極的に出席・参加いたしますのでよろしくお

願いいたします。 

◆田中 ひとみ 会員 

 今年もよろしくお願いします。また、三原市会

議員の選挙の年となりました。前回は畑さん森原

さんがうぐいす嬢をして下さったり、三原の人を

紹介してもらい後援会員のカードを出してくだ

さりありがとうございました。今年は 3 月 28 日

公示 4 月 4 日投票となっております。前回同様 

田中裕規の応援を賜りますようお願い申し上げ

ます。 

◆岡田 員宗 会員 

 越智幸志さん、入会おめでとうございます！一

緒にがんばりましょう！ 

◆瀬川 貴夫 会員 

 欠席させて頂きます。急な連絡で申し訳ござい

ません。 

◆杉元 一昌太 会員 

 本日社員総会の為、やむを得ず欠席とさせてい

ただきます。本年もよろしくお願い致します。 



◆山内 透 会員 

  欠席させて頂きます。 

 

●プログラム 

＜後期に向けて＞各委員長発表 

石井 宏和 副会長 

 

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 

 



池上 創 国際奉仕委員長（代理：松浦さん） 

 

吉元 友浩 ロータリー財団副委員長 

 

中根 基博 米山記念奨学会委員長 

 

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 

 
 

※ 次回例会 

1 月 26 日㈫12：30～ 職場例会  

場所：まなびの館ローズコム４Ｆ小会議室 

プログラム：ゲスト卓話 

ゲスト：ゆめタウン福山店  

支配人 宇田 豊 様 

株式会社ゆめカード広島 ＆岡山  

エリア係長 阿部誠司 様 

 


