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●点鐘 ：石井宏和 会長 

●ソング ：「それでこそロータリー」  

●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  塩川 裕樹 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  鹿内 要秀 様 

●プログラム：卓話 塩川 裕樹 様 

●ガバナー補佐参加のクラブ協議会  

●会長の時間 

 

皆様こんにちは。本日も大変お忙しい中、そして

お盆の連休明けで何かとご多用の中、例会に出席頂

き、誠に有難うございます。 

本日は、ガバナー補佐訪問という事で、国際ロー

タリー第 2710 地区グループ 11 ガバナー補佐 塩川 

裕樹（しおかわ ひろき）様、ガバナー補佐幹事 

鹿内 要秀（しかない ようしゅう）様にお越しい

ただいております。あらためまして、当クラブへお

越しいただき、誠に有難うございます。本日のプロ

グラムは、ガバナー補佐塩川様による卓話です。ま

た、例会後にはクラブ協議会を開催し、今月 30 日

に松永ロータリークラブと合同で行う予定の「杉川

ガバナー公式訪問」に向けて、より良いものになる

ようアドバイスを頂き、しっかりと勉強したいと思

っておりますので、長時間になりますが、最後まで

お付き合いを宜しくお願い致します。 

また、先ほど入会式を執り行いましたが、大土井 

敬司（おおどい けいし）さん、ようこそ、福山赤

坂ロータリークラブにご入会頂き、有難うございま

す。当クラブは同じ年代の方も多いですし、非常に

明るく楽しいメンバーばかりですので、早く馴染ん

で頂き、積極的に事業にご参加いただければと思い

ます。心より歓迎いたします。 

さて、前回の例会は会場を変え、福山ニューキャ

ッスルホテルで行いました。当日は眞田惣行創立会

長を「偲ぶ会」が同会場で執り行われており、メン

バーの皆さんと一緒に創立会長との最後のお別れを

することが出来ました。改めて、創立会長のこれま

での公私にわたる功績、そして福山赤坂ロータリー

クラブに注がれた情熱に敬意を表するとともに、ク

ラブへの想いをしっかりと継承していかなくてはな

らないと実感しております。メンバー全員で創立会

長の想いをしっかりとつないでいきたいと思います、

宜しくお願い致します。 

また、当日の例会へは、姉妹クラブの東京赤坂ロ

ータリークラブより、直前会長の熊本（くまもと）

様、パスト会長の小林（こばやし）様、パスト幹事

の関（せき）様にビジターとしてお越しいただきま

した。本年度、東京赤坂ロータリークラブも創立 35

周年を迎えられます。このような節目を通じてしっ

かりと交流の方も深めていきたいと思っております

が、新型コロナの感染状況等も十分に考慮しながら

の交流、という事になるかと思います。 

また、例会のプログラムは中川会員の「会員卓話」
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でした。今回はリモートでの卓話という事で慣れな

いところもあったと思いますが、中川会員の仕事や

生い立ち、人柄があらためてよく分かった内容だっ

たと思います。中川会員、有難うございました。そ

して、急遽ではありましたが、リモート卓話の設営

をして頂きました松浦プログラム委員長、サポート

頂いた梅西さんにも心より感謝申し上げます。本当

に有難うございました。 

新型コロナウィルスの感染状況も変異株等の発生

でより厳しい状況が続いております。これからの例

会や事業なども臨機応変な対応が必要になってくる

と思われます。実際に今日行う予定でした、情報集

会と歓迎の懇親会は延期とさせていただき、9 月７

日に情報集会のみ行うように変更させていただきま

した。観月夜間例会等も予定しておりますが、場合

によっては変更の可能性もありますので、皆様には

引き続きのご理解とご協力をお願いしたいと思いま

す。 

最後に、このお盆休み中に豪雨による災害が広島

県でも発生しております。今日も大雨の警報や土砂

災害の警報が出ております。十分に警戒・注意をし

ていきましょう。本日は塩川ガバナー補佐参加のク

ラブ協議会もあり、長丁場となりますが、最後まで

宜しくお願い致します。 

 

●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  塩川 裕樹 様 

 

 
 

●入会式 

入会者 大土井 敬司（おおどい けいし）さん 

推薦者 𠮷元 友浩さん 眞田 奈津基さん 

 
 

●幹事報告 

＜例会変更・休会のお知らせ＞ 

●松永ロータリークラブ 

≪変更≫ 

日 時  8 月 30 日（月）１２：３０～ 

場 所  福山ニューキャッスルホテル 

理 由  ガバナー公式訪問 

    （福山赤坂 RC との合同例会） 

 

●福山西ロータリークラブ 

≪変更≫ 

日 時  9 月 14 日（火）→9月 10 日（金） 

12：30～ 

場 所  福山ニューキャッスルホテル 

理 由  福山北 RC との合同ガバナー公式訪問 

 

日 時  9 月 28 日（火）→10月 3 日（日） 

場 所  後山公園（グリーンライン） 

理 由  「奉仕の森」環境整備 

 

●福山南ロータリークラブ 

≪休会≫ 

8 月 12 日(木) 

定款第 7 条第 1 節 

 

＜配布物＞ 

① クラブ概況並びに活動計画書・会員手帳 

② 寄附金領収証 

③ ロータリーの友並びにガバナー月信 

④ 10/9 創立 25 周年記念式典・祝宴（概要） 

⑤ 9/14 観月例会のご案内 

＜回 覧＞ 

① 10/9 創立 25 周年記念式典出欠表 



② 観月例会の出欠表 

③ ハイライトよねやま 

④ 財団室 NEWS 

 

●出席報告 

本日出席率 76.00％  

出席者 38 名 欠席者 12 名 免除者 1 名 

前回の修正出席率 93.62％ 

（メークアップ 2 名） 

 

 ●委員会報告 

① 広報・雑誌等委員会 

② R 情報委員長（8/17 情報集会中止のお知らせ） 

③ 25 周年実行委員会（概要・出欠） 

④ 親睦活動委員長（9/14 観月例会） 

 

●スマイル BOX 

＜義務スマイル＞ 

創業創立記念  

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 

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＞ 

◆石井 宏和 会長 

本日のゲスト、国際ロータリー第 2710 地区ガバナ

ー補佐 塩川裕樹様、国際ロータリー第 2710 地区

ガバナー補佐幹事 鹿内要秀様、ようこそお越しい

ただきました。例会での卓話、クラブ協議会と長時

間になりますが、どうぞ、宜しくお願い致します。

また、前回の例会では中川会員の会員卓話、リモー

トで大変だったと思いますが、ありがとうございま

した。皆様、本日は長丁場となりますが、どうぞ、

宜しくお願い致します。 

◆平井 啓博 副会長 

本日のゲスト、国際ロータリー第 2710 地区 G11 ガ

バナー補佐 塩川裕樹様、国際ロータリー第 2710

地区 G11 ガバナー補佐幹事 鹿内要秀様、ようこ

そ福山赤坂ロータリークラブへお越しくださいまし

た。卓話、クラブ協議会と長丁場になりますが、ど

うぞ、宜しくお願い致します。本日入会の大土井敬

司さん、ご入会おめでとうございます。積極的にご

参加いただき、早く会になじんでください。 

◆畑 弓子 幹事 

本日のゲスト、国際ロータリー第 2710 地区 G11 ガ

バナー補佐 塩川裕樹様、国際ロータリー第 2710

地区 G11 ガバナー補佐幹事 鹿内要秀様、本日の

ガバナー補佐クラブ協議会宜しくお願い致します。

そして、本日入会の大土井敬司様、ご入会おめでと

うございます。これからもよろしくお願いします。 

◆門田 一治 パスト会長 

8 月 3 日の例会、欠席につきスマイルします。 

◆眞田 奈津基 パスト会長 

先日、3 日に行われました、弊社眞田惣行会長のお

別れ会へ福山赤坂ロータリークラブの多くの皆様に

お越しいただき、心より感謝申し上げます。故人に

とっても本当に思いの深いロータリーの皆様から悼

んでいただき、さぞ喜んでいる事と思います。ま

た、本日は大土井さんに入会していただきました。

委員長として、仲間として心から喜んでおります。

塩川ガバナー補佐、鹿内補佐幹事、ようこそおこし

頂きました。ご指導よろしくお願い申し上げます。 

◆谷口 宏樹 パスト会長 

塩川ガバナー補佐様、鹿内ガバナー補佐幹事様、よ

うこそいらっしゃいました。卓話、クラブ協議会と

長時間ですが、よろしくお願いします。 

◆原 隆之 パスト会長 

本日は、例会終了後、やむ得ない諸事情にて退席さ

せていただきます。 

◆𠮷元 友浩 

大土井敬司さん、ご入会おめでとうございます。ロ

ータリー活動を皆様と楽しみましょう。 

 



●プログラム 

・卓話  

国際ロータリー第 2710 地区グループ 11 

ガバナー補佐 塩川 裕樹 様 

 

今年度、G11 ガバナー補佐を務めさせて頂きます

福山西ロータリークラブの塩川裕樹と申します。本

日は、大変おめでたい新会員入会式に同席させて頂

きまして、ありがとうございます。また、コロナ禍

の影響もある中、貴重なお時間を頂戴し多数ご出席

頂きましてありがとうございます。後程クラブ協議

会も予定されておりますので、長時間になると思い

ますが、どうぞよろしくお願い致します。 

先日、クラブ概況並びに活動計画書をご送付頂きあ

りがとうございました。 

 さて福山赤坂ロータリークラブは、松永ロータリ

ークラブをスポンサークラブとして創立総会を

1996 年（平成 8 年）10 月 8 日に行い、今年度は創

立 25 周年と承知しております。 

会員数は 50 名（年初）名誉会員 2 名です。 

石井会長に於かれましては、本年度のクラブテーマ

を「ＮＥＸＴ5 赤坂らしくロータリーを楽しも

う」と提唱されました。今年度は、創立 25 周年を

通じて歴史を再確認すると共に「戦略計画委員会」

を設置し、次の 5 年に向けての計画を立案されまし

た。今後のロータリー活動の指針になるものと思わ

れます。 

福山赤坂ロータリークラブは平均年齢 52.35 歳と若

く、クラブ創立にご尽力頂きました故眞田惣行創立

会長様の意志を引き継ぎ、さらなるクラブの発展と

活躍を期待致します。 

現在在籍されておられます歴代ガバナー補佐の方々

のように、立派に務めることが出来ないかと思いま

すが、そこはロータリ－の寛容の精神で、どうかお

許し頂ければと思います。 

 

私の自己紹介ですが、所属クラブは福山西ロータ

リークラブで、現在５５歳になります。 

私が入会させて頂きました時は、創立 11 年目で会

員も全体的に若く、会員数が 56 名と一番会員が多

い時期でした。このため「10 年位すると委員長な

どを務めさせていただけるのかな」という雰囲気で

した。 

 そして私が 2017ー2018 年度会長の時は、福山赤

坂ロータリークラブの会長は岩永光司さんで幹事は

西川和吉さんでした。その節は、大変お世話になり

ありがとうございました。また、昨年度谷口ガバナ

ー補佐、東森ガバナー補佐幹事におかれましては前

例のないコロナ禍の中 G10・G11 合同 IM のライブ

配信をされるなど、新しい試みと至る所に工夫がさ

れており、大変すばらしい合同 IM を開催して頂き

感銘を受けました。関係者各位のご尽力に心から敬

意を表します。 

私がガバナー補佐を務めさせて頂くことになった

経緯をご説明いたします。福山西ロータリークラブ

には素晴らしい先輩が多数おられます。諸先輩方

は、様々な事情でガバナー補佐をご辞退されまし

た。地区に連絡する 3 日前に、３回目の会長経験者

参加の会議があり、突然一番若い私が複数の方から

指名されました。理由はガバナー補佐幹事を経験し

ているので、ガバナー補佐の仕事を理解していると

いうことでした。時間的に実質お断りすることが出

来ない、そんな状況でした。皆さんから協力して頂

けるとうことでしたので、一晩考え、微力ながら引

き受けさせて頂くことになりました。とは言って

も、引き受けさせて頂いた以上、精一杯務めさせて

頂きたいと思います。 

 

2021-22 年度 RI 会長テーマは、 

【Serve ｔｏ Change Lives 奉仕しようみんな

の人生を豊かにするために】 

今年度のロゴマークは、手のひらにそっと地球を乗

せた、そしてそっと手を添えた、この地球の複数の

色は、多様性を意味しています。 

シェカール・メータ RI 会長の指針は、【人のため

に世話をし、奉仕することが最良の生き方。なぜな

ら、その経験を通じて誰かの人生だけでなく、自分

の人生を豊かにできるのだから】になります。 

2021-22 年度杉川ガバナーのガバナー信条は、【み

んなのためになるかどうか。未来のためになるかど

うか。多様性を受け入れ、相互理解を深めよう！！】



になります。 

クラブ運営の積極的支援は、今以上に役立つ「地

区」になるために現在の運営内容（地区委員会の在

り方、行事の在り方、組織）を見直し、多様性を認

め合う社会・ダイバーシテイ対応など。みんなのた

め、未来のためになる職業奉仕・社会奉仕と各クラ

ブのためになる地区運営を目指します。杉川ガバナ

ーは63歳と年齢も若く、色々変えようと挑戦されて

います。 

例えばガバナー公式訪問合同開催の推進、ガバナー

月信におけるガバナー対談、地区・クラブ活性化セ

ミナーの開催などがあります。 

今年度の目玉企画として、ガバナー月信をリニュー

アルし、ガバナー対談を掲載します。 

これはガバナー月信全１３号の内、２７１０地区内

の１２グループのガバナー補佐が１か月分をそれぞ

れ担当します。杉川ガバナーいわく【ロータリーの

難しい文章は誰も読まないよね。例えばクラブの記

事や会員の方の記事であれば読むでしょ】という考

えに基づくものです。 

そして、杉川ガバナーのメインテーマは 

【多様性】になります。 

対談候補者は、多様性をテーマとしています。 

例えば活躍されている女性の方、日本で活躍されて

いる外国籍の方、障がい者施設の運営者がイメージ

できる行動人等、該当される方を各クラブより推薦

をして頂きました。Ｇ11 では 3 名の方に参加して

頂きました。杉川ガバナーは、３名の皆さんは仕事

もロータリー活動も積極的に活躍されており、すご

く良い人とお会いできて良かったと感心されておら

れました。 

秋ごろに発刊予定ですので、楽しみにして下さい。 

 

地区運営方針 

●会員基盤の強化（退会防止）柔軟な対応 

 2021-22 年度地区会員増強委員会で、例会卓話

や会員増強の勉強会等で利用出来る会員増強の

ビデオを作成しました。 

例えば 8 月の会員増強月間などでご視聴頂き、

会員増強、退会防止の一助となれば幸いです。 

●ロータリー奉仕デー推進支援(他団体との連携) 

・二つ以上のロータリークラブ、ローターアクト

クラブ、インターアクトクラブによって計画さ

れたものである。（協力するクラブが同じ国か

海外であるかは不問） 

  ・ロータリーの７つの重点分野（一つまたは複

数）に一致している 

  ・イベントへの関心を高めるため、少なくとも一

つのメディア（フェイスブック、ツイッター、

地元紙など）で周知を行う。 

  ・参加者の少なくとも 25％は、現ロータリー会員

ではない。 

●クラブのデジタルトランスフォーメーションの推

進支援 

ロータリークラブ・セントラルには福山赤坂ロータ

リークラブは、既に入力して頂いております。  

 

地区主要行事 

・地区・クラブ活性化ワークショッ 2021/9/11（土） 

・PETS＆地区研修セミナー         2022/3/13（日） 

・地区研修・協議会         2022/5/15（日） 

 

2021 年 9 月 11 日(土)に、会長エレクト（2022-23

年度会長）を対象とした「地区・クラブ活性化ワー

クショップ」が開催されます。後日、ご案内がある

と思いますのでご予定頂きます様お願い致します。

本ワークショップは、会長エレクトにクラブの棚卸

を行って頂き、またクラブ間で情報交換を行い、次

年度に向けて準備して頂くという大変重要な研修と

なります。その際、クラブセントラルの情報は大切

になって参ります。 

クラブセントラルのレポートやリソースなどから多

くの情報が引き出せますので是非ご活用頂ければ幸

いです。 

 

そしてガバナー補佐として最大の任務は、IM の開

催です。 

G10・11 合同 IM を 202２/３/２６ （土）に予定し

ています。 

Ｇ１０福山ロータリークラブ木村ガバナー補佐と現

在準備を進めさせて頂いております。 

Ｇ１０木村ガバナー補佐（福山ロータリークラブ）

とは同期の会長で、またお互い R I 会長賞も頂いた

という事でご縁もあります。 

最後にコロナ禍で不透明な部分もありますが、開

催時期が近づいて参りましたら、皆様にご案内をさ



せて頂きたく思います。ご支援、ご協力の程、よろ

しくお願い致します。 

 

●ガバナー補佐参加のクラブ協議会 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

※次回例会 2021-2022 年度 

8/24㈫ 休会 

8/30㈪ 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  

 


