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●点鐘  ：石井宏和 会⾧ 

●ソング ：「手に手つないで」「四つのテスト」 

●プログラム ： クラブ協議会 今年度各委員⾧発表 

●会⾧の時間 

 
皆さん、こんにちは。本日もお忙しい中例会にお集

まりいただき、有難うございます。 

まずは、先週の２１日土曜日、福山赤坂ロータリー

クラブ創立２５周年記念式典・祝賀会を無事に終え

ることができました。大変お疲れ様でした。あらた

めまして、全体をリードしていただきました徳永実

行委員⾧、眞田副実行委員⾧、そして各部会でリー

ダーシップを発揮していただきました部会⾧の皆さ

ん、さらには一人ひとりの役割を全うしていただき

ました全ての会員の皆さん、本当に有難うございま

した。 

眞田創立会⾧の奥様や杉原名誉会員からは呼んでく

れてありがとうと言っていただけましたし、松永ロ

ータリークラブの佐藤会⾧からもたくさんお褒めの

お言葉をいただきましたが、一番驚かれたのは、戦

略計画委員会の次の５年に向けた取組みのところで

「もう３０周年の事を考えてるんですね」と感心も

されていました。また、東京赤坂ロータリークラブ

の河邉会⾧からは「本当に感動しました」と。「福

山さんらしい式典・祝賀会で我々も勉強になるとこ

ろがたくさんありました」と言っていただけまし

た。 

戦略計画委員会からの発表もありましたが、しっか

りと成⾧・発展していけるよう活動スローガン、ク

ラブの活動方針、会員の行動指針を念頭に「覚悟」

をもって次の５年に向けて奉仕活動や親睦に取組ん

で行きたいと思います。 

新型コロナウィルスの対策もあり、通常より規模を

縮小する形での開催は残念ではありましたが、本当

に赤坂らしい式典・祝賀会を赤坂らしく開催できた

のではないかと思います。何度も言いますが、本当

に有難うございました。 

さて、先週の例会ですが、平前さんの入会式から始

まりました。入会おめでとうございます。前回もお

伝えしましたが早く慣れていただいて一緒に頑張っ

ていきましょう。 

そして、プログラムは地区研修・協議会報告でし

た。１５日の地区研修・協議会への参加と例会での

報告という事で、平井会⾧、松浦幹事、そして参

加・報告をいただきました皆さん、有難うございま

す。次年度の RI、地区の方針等々を反映された次年

度の活動となることと思います。是非とも頑張って

いただきたいと思います。 

大きな事業が終わり、少しほっとしている所ではあ

りますが、今年度も残り１か月ちょっととなりま

す。気を引き締めてラストスパートしていきたいと

思います。 

本日のプログラムはクラブ協議会で各委員会からの

発表をいただきます。次年度への引継ぎにもなりま
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すので、各委員⾧の皆さん、どうぞ、宜しくお願い

致します。 

それでは本日も最後までどうぞ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＞ 

福山北 

＜変更＞ 

日 時  6 月 10 日(金) → 6 月 4 日(土)  

場 所 クレセントビーチ 

理 由 ロータリー奉仕デーの開催  

  

日 時 6 月 24 日(金)→6 月 18 日(土)～19 日(日)  

場 所 伊勢神宮・鳥羽 

理 由 親睦家族旅行 

 

＜配布物＞ 

① 東京赤坂 RC 様よりお土産の御菓子 

② 米山学友会会報 

 

●出席報告 

本日出席率 64.0％ 

  出席者 32 名 欠席者 18 名 免除者 1 名 

 

●委員会報告 

① 25 周年実行委員⾧ 

 

●スマイル BOX 

＜義務スマイル＞ 

入会記念祝 

𠮷元 友浩 2013/5/21 

下宮 鉄雄 2018/5/8 

 

＜申告スマイル＞ 

石井 宏和 会⾧ 

本日もお忙しい中、例会にお集まりいただき、あり

がとうございます。21 日の福山赤坂ロータリーク

ラブ創立 25 周年記念式典・祝賀会、大変おつかれ

様でした。そしてありがとうございました。 

改めて、NEXT5 で赤坂らしくロータリーを楽し

み、成⾧していきましょう。本日のクラブ協議会、

各委員⾧の発表、よろしくお願いいたします。 

平井 啓博 副会⾧ 

先週末の 25 周年記念式典、祝賀会、大変おつかれ

様でした。改めて 25 年の歴史を振り返り、次の 30

周年に向けて微力ながら尽力いたします。本日のプ

ログラム「クラブ協議会」各委員⾧の皆様、どうぞ

よろしくお願い致します。 

 

畑 弓子 幹事 

先日の福山赤坂ロータリークラブ 25 周年をむかえ

る事ができ、とてもすばらしい会になり、とても感

動致しました。本日のプログラム、クラブ協議会、

宜しくお願い致します。 

 

徳永 雅俊 パスト会⾧ 

21 日の 25 周年記念式典・懇親会では会員みな様の

お陰でイメージ以上の 25 周年を行うことができま

した。特に眞田副実行委員⾧、橋本部会⾧、今川部

会⾧、岩永部会⾧、吉元部会⾧、原部会⾧、谷口部

会⾧、麦谷部会⾧の皆様、本当にありがとうござい

ました。 

 

吉元 友浩 委員 

先日の 25 周年では、皆様おつかれ様でした。戦略

計画委員会の発表では、沢山の方に役者となって頂

き、VTR をつくり、流すことが出きました。ご協力

していただいた俳優の皆様ありがとうございまし

た。 

 

佐々木 翔陽 委員 

先般の赤坂ロータリークラブ 25 周年祝賀会のアト

ラクション筆跡診断におきまして、犯罪のにおいが

するとか将来的に逮捕されるかもしれないとか、好

きに先生にいじってもらって良かったのに、忍耐強

くコツコツがんばるタイプという評価をされてしま

い、大変申し訳ありません。 

また３次会のカラオケでも極めて普通の歌声を披露

してしまい、大変申し訳ありませんでした。  25

周年おめでとうございます。 

 

瀬川 貴夫 委員 

先日の 25 周年、体調不良で途中退席しました。申

し訳ございません。妻と私が胃腸炎になりました。 

 



村井 祐介 

25 周年祝賀会のアトラクションでは、つたない司

会進行で不備もあったかとは思いますが、最後まで

皆様のご協力をいただき、ありがとうございまし

た。 

 

杉元 一昌太 

店鋪で複数人がコロナ陽性となった為、急遽欠席に

変更させて頂きます。 

式典も同様に欠席となり申し訳ありませんでした。 

 

今川 忠男 

所用のため欠席させていただきます。誠に申し訳ご

ざいません。 

 

馬場 正人 

所用のため欠席させていただきます。誠に申し訳ご

ざいません。 

 

山内 透 

体調不良及びリハビリの為欠席させていただきま

す。誠に申し訳ございません。 

 

小林 春道 

所用のため欠席させていただきます。今年度の締め

の発表が出来なくて申し訳ありません。 

 

●プログラム 
クラブ協議会 今年度各委員⾧発表 

① 今川忠男 クラブ研修リーダー 

② 麦谷恒雄 会員選考委員⾧ 

③ 眞田奈津基 会員増強職業分類委員⾧ 

④ 今川忠男 ロータリー情報委員⾧ 

⑤ 谷口宏樹 戦略計画委員⾧ 

⑥ 小林春道 職業奉仕委員⾧ 

⑦ 瀬川貴夫 社会奉仕委員⾧ 

⑧ 清水朗弘 青少年奉仕委員⾧ 

⑨ 𠮷元友浩 国際奉仕委員⾧ 

⑩ 岩永光司 ロータリー財団委員⾧ 

⑪ 中根基博 米山奨学会委員⾧ 

⑫ 岡田祥平 広報雑誌等委員⾧ 

⑬ 村上雄平 出席委員⾧ 

⑭ 熊田祐介 親睦活動委員⾧ 

⑯松浦宏次 プログラム委員⾧ 

⑰村井祐介 SAA 委員⾧ 

⑱西川和吉 会計 

 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

5 月 21 日㈯クラブ創立 25 周年記念式典・祝賀

会（福山ニューキャッスルホテル） 

※次回例会 2021-2022 年度 

5 月 24 日 12：30～ 一心ビル例会場 クラブ

協議会（今年度委員⾧発表） 


