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●点 鐘  平井啓博 会長 

●ソ ン グ  「我等の生業」 

●プログラム  決算・予算報告 

 

●会長の時間 

 

皆さん、こんにちは。 

先ず初めに、皆さんご存知の通り、安倍晋三元

首相が街頭演説中に銃で撃たれてお亡くなりにな

りました。謹んでご冥福をお祈りしたいと思いま

す。 

令和の世の中でこの様な事が起こるのだろうか、

日本は安心安全な社会ではなかったのか、政治指

導者が銃弾に倒れたという事態に大変戸惑ってい

ます。 

昨今の時代背景に、ネットなど含めた言論空間

が極めて匿名化しており、顔が見えない相手を、

顔が見えない人が、手厳しく批判したり、やり込

める風潮が広がっています。 

民主主義は相手を叩きのめすのではなく、意見

の違いは違いとして認めあい、接点を求めていく

ことで成り立っているのだと思いますし、その根

っこで一番大切なものは寛容さだと、私は思いま

す。 

安倍晋三元首相が凶弾に倒れた無念さを思うと

き、まず私たちはロータリアンとして、今一度社

会の在り方を考え、よりよくしていく一助となら

なければならないと痛感致しました。私たちが出

来ること、先ずは会員間の親睦を深め、協力し、

地域への奉仕活動を通じて、世の中を少しでも明

るく、よくしていきましょう。 

 

さて、先週の例会では新しい会員を迎え入れる

ことが出来ました。新入会員の「萩原健司さん、

常岡慶介さん」改めまして、ご入会おめでとうご

ざいます。積極的にご参加頂きまして、会員の皆

さんとの親睦を深めて頂き、よきロータリアンと

なって頂きたいと思います。 

 

また、先週のプログラムは「理事・役員・委員

長就任挨拶」でした、就任挨拶での決意表明を実

行され、より良き一年になりますことを願ってお

ります。新年度理事・役員・委員長の皆さん、ど

うぞよろしくお願い致します。 

 

続いて臨時理事会の報告を致します。 

本日１１時３０分より臨時理事会を開催し、２

０２１－２０２２年度決算報告の審議、可決、２

０２２―２０２３年度予算報告の審議、可決を頂

きました。旧理事、役員の皆様、一年間大変お疲

れ様でした。 

本日のプログラムで両案件のご報告をさせて頂

きます。皆様方からお預かりした年会費を用いて

の事業実施、そして決算、予算報告となります。
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どうぞよろしくお願い致します。 

 

また、臨時理事会その他の項で、先日の例会に

オブザーブ参加して頂きました「セラ美装有限会

社 代表取締役 野村俊明」さんの入会審議を図

り、理事会承認頂きました。本日会員の皆さんに

告知し、ご承認頂ける様でありましたら、入会の

準備を進めてまいりますので、どうぞよろしくお

願い致します。 

 

次週例会は細則で休会となりますが、７月２６

日（火）は早朝より「薬物乱用防止啓発活動のビ

ラ配り」、社会奉仕委員会梅西委員長を中心として

取り組んで参ります。 

また夕方より「納涼夜間家族例会」、親睦活動委

員会天満委員長を中心に会員同士の親睦を深めて

参ります。 

両委員会の皆さん、どうぞよろしくお願い致し

ます。 

そして、７月３０日（土）には「谷原秀人ジュ

ニアクラシック」、青少年奉仕委員会佐々木委員長

を中心として、１０名の皆さんで小学生ゴルフ大

会のサポートをしてまいります。とはいえ、私た

ちが熱中症にならない様に対策をとって、一日ご

安全にお願い申し上げます。 

 

最後になりますが、７月は事業が目白押しです、

会員の皆さんのご協力を重ね重ね、お願い致しま

す。お願いばかりとなりましたが、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 

（前回、石井直前会長欠席のため） 

 

●幹事報告 

＜例会変更・休会のお知らせ＞ 

●福山ロータリークラブ 

≪変更≫ 

日時：8 月 1 日(月) → 同日 18：00～ 

場所：福山ニューキャッスルホテル 

理由：納涼夜間例会のため 

≪休会≫ 

日時：8 月 15 日(月) 

理由：定款第 7 条第 1 節 d-(1) 

 

●福山西ロータリークラブ 

≪変更≫ 

日時：7 月 19 日(火) → 同日 19：00～ 

場所：福山ニューキャッスルホテル 

理由：夜間クラブフォーラムのため 

 

 

＜配布物＞ 

① 決算予算報告書 周年決算書 

 

 

＜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 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 DX 推進特別委員会（アンケートのお願い） 

② 職業奉仕委員会（職業奉仕報告のお願い） 

 

 



●スマイル BOX 

＜義務スマイル＞ 

会員結婚記念祝 

今川 忠男さん 7 月 13 日 

平井 啓博さん 7 月 6 日 

野田 和秀さん 7 月 7 日 

越智 幸志さん 7 月 1 日 

萩原 健二さん 7 月 29 日 

 

＜申告スマイル＞ 

平井 啓博 会長 

本日もご多用中にも関わらず、例会へのご参加有

難うございます。また馬場さん、ウェブでのご参

加ありがとうございました。 

本日のプログラムは決算・予算報告です。 

どうぞよろしくお願い致します。 

 

畑 弓子 副会長 

前回の例会でスマイルの用紙を提出するのが間に

合わずスマイルが出来ませんでした。あらためま

して、萩原健二会員、常岡慶介会員、ご入会おめ

でとうございます。 

そして、本日のプログラム、決算・予算報告です。

宜しくお願い致します。 

 

松浦 宏次 幹事 

本日のプログラム、決算・予算報告です。何卒宜

しくお願いいたします。 

 

門田 一治 パスト会長 

先日、十数年前からの念願で本店工場を原社長の

会社でお願いし完成することが出来ました。熊野

町は調整区域で農業振興地域ですが、何とか許可

が出まして皆様に感謝です。 

 

眞田 奈津基 パスト会長 

先日の例会を欠席した折に、息子の結婚祝いを頂

きました。ありがとうございます。心から感謝し

ながらスマイルさせて頂きます。 

石井 宏和 パスト会長 

本日の例会プログラム 2021 年－2022 年度決算報

告となります。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

越智 幸志 会員 

過日 6月 14日は有意義な新入会員歓迎懇親会を開

催していただき誠にありがとうございました。改

めて福山赤坂ロータリークラブに入会させていた

だき良かったと感じました。引き続き、ご指導ご

鞭撻いただきますようお願いいたします。 

 

谷口宏樹 パスト会長 

やむなく欠席致します。 

 

岡田 員宗 

本日、早退いたします。 

 

辰巳 彰英 会員 

本日午後から打合せが入ったため、例会を途中退

席させて頂きます。 

 

●プログラム 

＜決算・予算報告＞ 

 

 



2021-22 年度決算報告 

直前会長 石井宏和 

直前幹事 畑 弓子 

会計監査 原 隆之 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-23 年度予算報告 

会長 平井啓博 

幹事 松浦宏次 

 

 

 

※ 次回例会 2022-2023 年度 

7 月 19 日（火） 休会 

7 月 26 日（火）18：00～ 納涼夜間家族例会 

場所：福山ニューキャッスルホテル 

 


