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●点 鐘  平井啓博 会長 

●ソ ン グ  「君が代」「奉仕の理想」 

●ビジター  セラ美装有限会社 代表取締役 野村俊明 様 

●プログラム  理事・役員 就任挨拶 

 

●会長の時間 

 

福山赤坂ロータリークラブ、会長を仰せつかり

ました平井です。一年間クラブをお預かりして、

会員間の親睦、地域への奉仕に努めさせて頂きま

す。改めまして一年間、どうぞよろしくお願い致

します。 

先ずは石井前会長、畑前幹事をはじめとする理

事、役員、委員長の皆様、一年間大変お疲れ様で

した。 

一昨年度に続いて、石井会長年度も、新型コロ

ナウイルスの感染予防の為、通常通りの活動が出

来なかったこと、本当に残念であったと思います。 

本年度も新型コロナウイルスの状況を踏まえつ

つ、コロナと共存しながらも、なるべく平常年度

のロータリー活動に戻していきたい、と考えてい

ますので、ご理解とご協力をお願い致します。 

さて、本年度国際ロータリーのテーマは「イマ

ジンロータリー」です。「世界にもたらされる変化

を創造して大きな夢を描き、その実現のためにロ

ータリーの力と繋がりを活かして行動する世界を

実現しましょう。」とジェニファー・ジョーンズ国

際会長は発信されています。 

また、国際ロータリー２７１０地区、石川ガバ

ナーの信条は「人生１００年時代に向けて、健康

寿命を延ばそう」～がん・生活習慣病の予防～と

なっています。「健康寿命を延伸することにより、

５大奉仕と７つの重点分野を遂行し、会員相互の

親睦と公共イメージを高め、会員増強に繋げてい

きましょう。」と発信されています。 

そして福山赤坂ロータリークラブのクラブテー

マは「繋がりを活かして、協力関係を深め、新た

なる未来を創造しよう」です。 

福山赤坂ロータリークラブらしく、会員間の親

睦、協力関係を深める中で、地域への奉仕に取組

み、５年後に控えた３０周年に向けて、積極的に

行動をしていきたいと思っていますので、ご協力

をよろしくお願い致します。 

本年度は継続事業の更なるブラッシュアップの

他に、継続事業に繋がる職業奉仕活動、国際奉仕

活動の計画と実践、特別委員会を設置した、クラ

ブの DX の推進、DＥＩ（多様性・公平性・包括

性）の浸透と実践に取り組んで参ります。 

また、特別事業として、Ｇ１０・１１合同親睦

ゴルフ大会開催の当番クラブ、東京赤坂ロータリ

ークラブ姉妹提携１０周年の交流事業がございま

す。 

各理事、委員長さんには、準備段階から委員会

22002222--22002233    第第 11111155 回回例例会会    22002222 年年 77 月月 55 日日((火火))  

 



を開催して頂き、積極的にご準備頂いているとお

聞きしています、本当にありがとうございます。 

活発な委員会活動がクラブの活性化、会員間の

親睦を深めるきっかけになると思われます。今後

とも、積極的な委員会開催をどうぞよろしくお願

い致します。 

さて、本日はビジターに「セラ美装有限会社 代

表取締役 野村俊明（のむらとしあき）さん」に

お越し頂いております。影浦会員のお知り合いで、

当クラブにご興味を持って頂いているとお聞きし

ています。例会の雰囲気を感じて頂き、楽しんで

頂けると幸いです。 

また、本日は新しい会員さんを迎え入れること

となりました。新入会員の「萩原健司（はぎわら

けんじ）さん」「常岡慶介（つねおかけいすけ）さ

ん」ようこそ、福山赤坂ロータリークラブへご入

会下さいました。 

ロータリークラブは「親睦」と「奉仕」の団体

です。積極的にご参加頂きまして、先ずは会員間

の親睦を深めて頂けると幸いです。 

次に本日行われました、新旧理事会の報告とな

ります。一つ目は２０２１―２０２２年度の決算

の件。二つ目は２０２２―２０２３年度の予算の

件です。この二件は次回例会が決算、予算報告と

なりますので、その際に詳細をご報告させて頂き

ます。 

三つめはプログラムの件、本年度のプログラム

について、内容を確認致しました。 

四つ目は、薬物乱用防止ビラ配りの件、７月２

６日の朝から実施致します。本日回覧で出欠確認

させて頂きますので、ご協力をお願い致します。 

五つ目は、納涼夜間家族例会の内容についてで

す。天満委員長をはじめとする親睦委員会の方々

が、なるべく楽しくみんなが参加して楽しんで頂

けるようにご準備をされております。こちらも本

日、回覧で出欠確認をさせて頂いております。会

員の皆様のみならず、ご家族の方もお誘いの上、

ご参加の程お願い致します。 

六つ目は谷原秀人ジュニアクラッシックの件に

ついて、こちらも回覧をさせて頂いております。

本年は 10 人の協力要請が届いております。要請の

人数に足らない場合は、佐々木委員長の方から皆

様へお願いがあるかもしれませんので、ご協力の

程お願い致します。 

七つ目は DX 推進特別委員会の本年度の活動予

定について発表をされました。現状の把握、課題

点の整理のため、皆様へ DX 推進に関するアンケ

ートの依頼が届くかと思いますので、ご回答の程

よろしくお願い致します。 

八つ目は会員増強委員会の件、例会卓話の内容

について、会員増強を進めるために皆様のご意見

をお聞きしたいということで理事会にて協議をさ

せて頂きました。 

九つ目はＧ１０、１１合同親睦ゴルフ大会組織

図（案）について、橋本副実行委員長の方からご

説明がありました。 

その他の項で、出席報告について、今までは出

席委員会の方がマイクを持っての発表形式で行っ

ていましたが、DX の推進も兼ねて、こちらの画面

を使って案内させて頂くようになっております。

例会前日の月曜日を期限として集計し案内をして

おります。当日欠席をされた方については、次回

に反映をして皆様へ修正報告をさせて頂きます。

しかしながら、画面の案内だけでは、出席率向上

に繋がらないので、出席率が高かった時のお礼、

あるいは出席率が悪くなった時の協力要請等、皆

様へのアナウンスも出席委員会としてしっかりや

ってまいります。                                                               

以上、理事会にて協議、ご承認を頂きましたこ

とを報告致します。 

本日のプログラムは「理事・役員・委員長就任

挨拶」です。 

理事、役員の皆様、どうぞよろしくお願い致し

ます。 

最後になりますが、本年度は本日新入会員を迎

えて、５０名でのスタートとなります。福山赤坂

ロータリークラブの活動に共感頂ける新入会員の

ご紹介、会員維持に全員で取組み、会員増強に繋

げて参りますので、よろしくお願い致します。 

それでは、本日も最後まで、どうぞよろしくお

願い致します。 
 

 

 

 

 

 



●記念品贈呈 

1.クラブより直前会長・幹事へ記念品の贈呈 

（平井会長・松浦幹事） 

 

2.直前会長・幹事よりクラブへ御礼の記念品贈呈 

（石井会長・畑幹事） 

 

 

●入会式 

 

〈右から 3 人目〉 

萩原 健二（はぎわら けんじ）さん 

職業分類：機械設置業 

推 薦 者：岡田員宗さん 谷口宏樹さん 

〈左から 3 人目〉 

常岡 慶介（つねおか けいすけ）さん 

職業分類：自動車販売 

推 薦 者：眞田奈津基さん 原隆之さん 

 

●幹事報告 

＜例会変更・休会のお知らせ＞ 

●福山丸之内ロータリークラブ 

≪変更≫ 

日時：7 月 25 日(月) → 同日 19：00～21：00 

場所：福山ニューキャッスルホテル 

理由：ガバナー補佐訪問 

≪休会≫ 

日時：7 月 18 日(月) 

理由：法定休日（海の日） 

●松永ロータリークラブ 

≪休会≫ 

日時：7 月 18 日(月) 

理由：法定休日（海の日） 

●福山南ロータリークラブ 

≪変更≫ 

日時：7 月 7 日(木) → 同日 18：30～ 

場所：福山ニューキャッスルホテル 

理由：第一夜間例会のため 

 

＜配布物＞ 

① ロータリー会員証 

② 会費納入のご案内 

③ ﾛｰﾀﾘｰの友並びにｶﾞﾊﾞﾅｰ月信 7 月号 

④ 納涼夜間例会のご案内 

⑤ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ及び理事役員委員会構成表 

 

＜回 覧＞ 

① 7/26 薬物乱用防止啓発活動の出欠表 

② 7/26 納涼夜間例会の出欠表 

③ 7/30 谷原秀人ｼﾞｭﾆｱｸﾗｯｼｯｸの出欠表 

④ 8/2 ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐訪問・8/29 ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問の

出欠表 



●出席報告 

本日出席率 82.98％ 

（出席者 39 名 欠席者 8 名 出席免除者 3 名） 

 

 

●委員会報告 

① 社会奉仕委員会（7/26薬物乱用防止啓発活動） 

② 親睦委員会（7/26 納涼夜間例会） 

③ 青少年奉仕委員会（7/30 谷原秀人ｼﾞｭﾆｱｸﾗｯｼｯ

ｸ） 

④ ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会（R の友・ｶﾞﾊﾞﾅｰ月信の

紹介） 

 

 

●スマイル BOX 

＜義務スマイル＞ 

会員誕生記念祝 

越智 幸志さん 7/16 生 

パートナー誕生記念祝 

谷口宏樹 令夫人 直子様 7/26 生 

山本秀樹 令夫人 裕子様 7/23 生 

松浦宏次 令夫人 真美様 7/13 生 

瀬川貴夫 令夫人 由美様 7 / 4 生 

清水朗弘 令夫人 麗子様 7 / 2 生 

岡田員宗 令夫人 レニ様 7/11 生 

松本剛泰 令夫人 千里様 7/15 生 

萩原健二 令夫人 浩子様 7/20 生 

 

＜申告スマイル＞ 

平井 啓博 会長 

本日は新年度第一例会です。 

あらためて皆様宜しくお願い致します。 

本日のビジター、セラ美装(有) 代表取締役 野村

俊明様、どうぞ宜しくお願い致します。 

また、新入会員の萩原健二さん、常岡慶介さん、

どうぞ宜しくお願い致します。 

本日のプログラムは、理事、役員、就任挨拶です。

皆様どうぞ宜しくお願い致します。 

 

松浦 宏次 幹事 

萩原さん、常岡さん、入会おめでとうございます。

お二人がロータリーで活躍されることを期待して

おります。 

本日、オブザーバー参加していただいた野村様、

短い時間ではありますが楽しんで下さい。 

そして本日のプログラムは理事役員あいさつです。

理事役員の皆様よろしくお願いします。 

 

瀬川 貴夫 会員 

個人事務所から法人成して、司法書士法人瀬川事

務所を 7 月 1 日に設立しました。今後も福山の皆

様のお役に立てるよう頑張ります。 

 

辰巳 彰英 会員 

6 月 14 日は新入会員歓迎会を開催して頂き誠にあ

りがとうございました。福山赤坂ロータリークラ

ブの一員として頑張って参りますので今後とも宜

しくお願い致します。歓迎会のお礼が遅くなり大

変申し訳ありませんでした。 

 

大土井 啓司 会員 

先日はお忙しい中、新入会員歓迎懇親会を開催い

ただきまして誠にありがとうございました。皆様

と楽しい時間を共有できたこと非常に嬉しく感じ

ています。今後とも何卒よろしくお願い致します。 

 

石井 宏和 パスト会長 

新年度最初の例会が欠席となり申し訳ございませ

ん。スマイル致します。 

 

東森 由倫 会員 

本日、理事役員就任挨拶という大切な日にも関わ

らず、腰痛がひどいため欠席することとなり申し

訳ございません。越智副委員長代わりに宜しくお

願い致します。 

 

 



●プログラム 

＜理事・役員 就任挨拶＞ 

 

◆平井啓博 会長 

 
 

◆畑 弓子 副会長 

 
 

◆眞田奈津基 G10･11 合同親睦ゴルフ大会実行

委員長 

代理：橋本慎吾 副実行委員長 

 
 

 

 

 

 

 

◆橋本慎吾 クラブ研修委員長 

 
 

◆東森由倫 会員増強職業分類委員長 

代理：越智幸志 副委員長 

 
 

◆河村博文 職業奉仕委員長 

 
 

◆梅西大輔 社会奉仕委員長 

 



◆佐々木翔陽 青少年奉仕委員長 

 
 

◆岡田員宗 国際奉仕委員長 

 
 

◆西川和吉 ロータリー財団委員長 

 
 

◆今川忠男 米山奨学会委員長 

 
 

◆清水朗弘 クラブ管理運営委員長 

 
 

◆天満博之 親睦活動委員長 

 
 

◆岡田祥平 DX 推進特別委員長 

 
 

◆佐藤泰之 SAA 委員長 

 
 



◆谷口宏樹 会計 

 
 

◆石井宏和 会計監査 

代読：松浦宏次 幹事 

 
 

 

例会時間の都合上、各理事・役員の皆様から 

登壇時に、一口ずつスマイルを頂戴しています。 

 

 

 

 

 

 

※ 次回例会 2022-2023 年度 

7 月 12 日（火）12：30～ 一心ビル例会場 

【プログラム】決算予算報告 

 


