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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」

Serve to Change Lives
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2021-22 年度 RI 会⾧
シェカール・メーター氏

ひ ら い よしひろ

●プログラム ：PETS 報告 次年度会⾧ 平井啓 博さん
●ゲスト

：国際ロータリー第２７１０地区Ｇ11
う

だ

しおかわ

ひ ろき

ガバナー補佐 塩川 裕樹様
しんじ

福山西 RC G11 IM 実行委員⾧ 宇田 信士様
●会⾧の時間

⾧をはじめ多くのメンバーに集まっていただき開催
することができました。運転講習には赤坂学区自治
会連合会様と赤坂学区老人クラブ連合会様よりご参
加いただきました。車両の提供と教習は備南自動車
学校様、そして福山西警察署様、福山西交通安全協
会様、福山市役所生活安全課様と多くの方々にご協
力・協同しての事業となりました。あらためて福山
赤坂ロータリークラブらしい事業だなと実感致しま
した。運転講習に参加された方々も良かったと言っ
ていただけましたし、我々自身の交通安全の意識の

皆さん、こんにちは。本日も大変お忙しい中、例会

向上にもなったと思います。準備いただきました社

にお集まりいただき、有難うございます。

会奉仕委員会瀬川委員⾧、山本副委員⾧、設営に協

桜の花が散り、花粉や黄砂が本格的になってきまし

力いただいた奉仕プロジェクト部門の清水理事、梅

たが皆さん大丈夫でしょうか。私は普段ですと大丈

西さん、佐々木さん、お疲れ様でした。有難うござ

夫なのですが、今年は鼻がムズムズしてきています

いました。

ので、気をつけていきたいと思っています。

また、本日は例会前に理事会が開催をされました

さて、前回の例会は花見夜間例会でした。夫婦デ

ので報告いたします。まずは議事の１つ目のプログ

ュオの UM さんのライブアトラクションと春だから

ラムの件、２つ目予算実行状況の件を承認いただき

聞いてみたいメンバーへの質問など、皆さんいかが

ました。３つ目に新入会員推薦の件。新入会員候補

だったでしょうか。懇親会の時の挨拶でも言いまし

者１名を上程させていただきました。５月の入会に

たが、今年は毎回趣向を凝らした設えをして頂き、

むけて進めていきたいと思っています。4 つ目が

楽しませていただいています。熊田委員⾧、親睦活

2710 地区で予定されています、クラブ一斉オープ

動委員会の皆さん、本当に有難うございました。

ン例会の件。地区より会員増強の取組みとしてオー

そして、先週の 15 日はクラブの事業「アクティブ

プン例会の開催の要請がありましたので検討をして

シニア運転講習 IN 赤坂」が行われました。初回以

おります。会員増強に向けて候補者を例会にお招き

来の開催でしたが、岩永パスト会⾧・橋本パスト会

して見ていただく事でロータリーを知っていただ

き、入会につなげていこうという取組です。急な依

福山西

頼で対応が難しいところもありますが、先ほどの新

＜休会＞

入会員推薦の件とあわせていい形になればと思いま

日時 5 月 3 日(火)

す。また、理事会の議事ではありませんが、地区の

理由 法定休日(憲法記念日)

活動で言いますと、「国際ロータリー第 2710 地区
ロータリー奉仕デイ IN MAZDA スタジアム」が今

福山南

月 28 日にマツダスタジアムで実施されます。カー

＜変更＞

プ対ヤクルト戦となっており、クラブからは私と畑

日時 4 月 21 日(木)→4 月 23 日(土)～24 日(日)

幹事で参加を致します。内容はロータリー活動の周

場所 京都市周辺

知・第 2710 地区内ロータリークラブの紹介・エン

理由 京都親睦旅行の為

ドポリオキャンペーンなどとなっております。以上

＜休会＞

が理事会の報告となります。

日時 4 月 28 日(木)

本日のプログラムは平井次年度会⾧の「PETS 報

理由 定款第 7 条第 1 節

告」です。次年度の RI 会⾧の方針、地区ガバナー
の取組み等しっかりとお聞きしたいと思います。平

福山北

井次年度会⾧、宜しくお願い致します。また、次回

日時 4 月 29 日(金)

例会 5 月 10 日よりクールビズとさせていただきま

理由 法定休日(昭和の日)

す。

日時 5 月 6 日(金)

それでは、本日も最後までどうぞ宜しくお願い致し

理由 定款第 7 条第１節 (d)(1)

ます。
＜配布物＞
●幹事報告
＜例会変更・休会のお知らせ＞
福山丸の内
＜休会＞
日時 5 月 2 日(月)
理由 定款第 7 条第 1 節ｄ(1)
日時 5 月 16 日(月)
理由 定款第 7 条第 1 節ｄ(1)
鞆の浦

＜変更＞
日時 5 月 17 日(火)→同日 18：30～
場所 季節料理衣笠
理由 親睦オープン例会
日時 5 月 31 日(火)→同日 11：30～
場所 当クラブ事務所
理由 100 万ドル例会
＜休会＞
日時 5 月 3 日(火)
理由 法定休日(憲法記念日)

① 卓話資料
② 次年度委員会構成案
③ ロータリーの友及びガバナー月信
＜回 覧＞
① 財団室ニュース
② ハイライトよねやま
●出席報告
本日出席率 79.2％
出席者 38 名 欠席者 10 名 免除者 1 名
●委員会報告
① 親睦活動委員会（花見例会御礼）
② 社会奉仕委員会
（アクティブシニア運転講習 IN 赤坂御礼）
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
門田 一治パスト会⾧ ㈲勉強堂

1929/4/1

徳永 雅俊パスト会⾧ ㈲フォトランドトクナガ
橋本 慎吾パスト会⾧ ㈱ブリッジ
畑

弓子幹事

ることができ、委員会の皆様も早朝よりご準備、ご

1962/4/1

苦労様でした。有難うございました。本日のプログ

2009/4/22

ラム PETS 報告、平井会⾧エレクト、よろしくお願

㈱ライフナビ・アイ 2015/4/10

いいたします。

岡田 直也会員 ㈲厨房設備センター 1980/4/17
瀬川 貴夫会員 瀬川司法書士事務所 2014/4/8

眞田 奈津基 パスト会⾧

野田 和秀会員 ㈱野田商店

先日行われた弊社名誉会⾧、眞田惣行のブロンズ像

1964/4 月

下宮 鉄雄会員 ㈱朝日ボイラーシステム
2012/4/12
影浦 宏樹会員 影浦社会保険労務士事務所
2015/4 月

の除幕式には多額のご寄付をいただきました。心か
ら感謝申し上げます。また、当日は石井会⾧、畑幹
事をはじめ多くのメンバーの皆様にご参加いただき
ました。重ねてお礼申し上げます。本当にありがと
うございました。
桑田 真由美 委員
娘が妊娠中で⾧い間休んで、すみませんでした。3
月 16 日に元気な男の子が生まれ、1 か月経ちやっ
とロータリーに出席することができました。スマイ
ルいたします。
清水 朗弘 委員⾧
アクティブシニア運転講習の運営・開催では社会奉

＜申告スマイル＞

仕委員会瀬川委員⾧、山本副委員⾧に大変お世話に

石井 宏和 会⾧

なりました。ありがとうございました。

本日もお忙しい中、例会にお集りいただきありがと
うございます。前回の花見夜間例会、親睦活動委員

瀬川 貴夫 委員⾧

会の皆様、大変お疲れ様でした。ありがとうござい

アクティブシニア運転講習 in 赤坂、皆様多数のご

ました。また、先週の「アクティブシニア運動講習

参加ありがとうございます。

in 赤坂」に多くのメンバーにご参加いただきありが
とうございました。社会奉仕委員会の瀬川さん、山

熊田 祐介 委員⾧

本副委員⾧ありがとうございました。そして、本日

去る 4 月 5 日の花見夜間例会では多数ご出席をあり

のプログラム「PETS 報告」平井次年度会⾧、よろ

がとうございました。懇親会の中でドレスコードへ

しくお願いいたします。

のご協力、質問コーナーでは多くの会員の皆様へご
登壇いただきありがとうございました。会を盛り上

平井 啓博 副会⾧

げていただき感謝申し上げます。また、本日より当

本日もご多用の中に関わらず例会へのご参加ありが

ホテルからお弁当をおもちさせていただいておりま

とうございます。本日の卓話 PETS 報告となりま

す。週替わりで内容をかえて安全運転で例会へ参加

す。どうぞ、よろしくお願いいたします。

させていただきます。ありがとうございます。

畑

弓子 幹事

前回の花見夜間例会、ご準備をされた親睦活動委員
会の皆様、お疲れ様でした。とても楽しい時間をあ
りがとうございました。そして、4 月 15 日のアク
ティブシニア運転講習 in 赤坂も 2 年ぶりに開催す

●プログラム
ひ ら い よしひろ

PETS 報告 次年度会⾧平井啓 博さん

●アクティブシニア講習 in 赤坂
日時 ４月１５日(金)
場所 一心グループ駐車場

※次回例会 2021-2022 年度
4 月 26 日㈫ 5 月 3 日㈫ 休会
5 月 10 日㈫ 12：30～ 一心ビル例会場
会員卓話 辰巳 彰英さん

