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●点 鐘  平井啓博 会長 

●ソ ン グ  「手に手つないで」「四つのテスト」 

●プログラム  会員卓話 会員増強職業分類委員会 東森由倫 委員長 

テーマ「会員増強に対しての意識向上と仕組みづくり」 

 

●会長の時間 

 

皆さん、こんにちは。 

立秋も過ぎて、暦の上では秋となり、朝夕は涼し

さを感じられるようになりましたが、日中は残暑厳

しく、もうしばらく暑さが続きそうです。会員の皆

さんにおかれましては、季節の変わり目で体調を崩

されない様にご留意頂きたいと思います。 

さて本日の例会は８月２日の例会から、３週間ぶ

りの例会となりました。お盆休みもあり、ご先祖様

のご供養、ご家族、ご親戚、懐かしいご友人などと、

各々のお休みをお過ごしされたのではないかと思

います。８月も残り少なくなってまいりましたが、

これからもロータリー行事が多数控えていますの

で、ご協力をどうぞよろしくお願い致します。 

８月２日の例会はガバナー補佐訪問ということ

で、国際ロータリー第２７１０地区グループ１１ガ

バナー補佐 柳井誠治様、ガバナー補佐幹事 西村

和彦様にお越し頂きました。また、例会後にはガバ

ナー補佐参加のクラブ協議会を開催させて頂き、 

１．人生１００年時代に向けてのクラブとしての対

応、２．会員増強について、３．奉仕活動について、

４．公共イメージの向上について、５．ロータリー

財団について、協議致しました。多数の会員の皆様

にご参加頂き、丁寧にご説明頂きました結果、主だ

った議題については、特に指摘事項もなく、当クラ

ブの活動が現在のロータリー活動の指針とマッチ

している結果であったと思っております。ただ一点、

依頼事項がありましたのが、マイロータリーの登録

数増加の呼びかけでありました。マイロータリーは、

登録することでロータリーの活動や地区、クラブ運

営に必要な情報やデータを入手できるシステムで

す。会員の皆さんにおかれましては、是非マイロー

タリーへの登録をよろしくお願い致します。 

続きまして例会プログラムでは、DX 推進特別委

員会 岡田委員長による卓話、「アンケート結果か

ら検証！DX推進の方向性について」という内容で、

当クラブの DX 推進について、会員の皆さんからの

アンケート結果に伴い、今後の DX 推進について、

方向性をご説明して頂きました。本年度一年間を通

して、当クラブの DX を推進してまいります。会員

の皆さんのご理解、ご協力をよろしくお願い致しま

す。 

さて、本日も出欠確認を回覧させて頂いています

が、１０月１４日～１６日に山口県周南市で開催さ

れます地区大会についてご登録、ご出席について、

会員の皆さんにお願いがございます。本年度は遠方
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の地、山口県周南市で開催されることもあり、当ク

ラブでは全員登録にしておりません。しかしながら、

ロータリーにおける地区大会の目的は、ロータリー

の最新の情報や、地区内の活動状況に学び、交流す

ることにあります。参加することによって、よりロ

ータリーを知るきっかけになりますので、積極的に

ご登録、ご参加して頂けると幸いです。ちなみに 

１４日は記念ゴルフ大会、１５日は会長・幹事会、

基調講演などで、私と松浦幹事は１５日から参加を

致します。１６日は本会議と記念講演で、会員の皆

さんにはこちらを対象にご参加頂ければと思いま

す。１５日ですが、前日入りされた方々と懇親会を

計画しております。登録の締め切りは今月末となっ

ていますので、ご都合を調整して頂きまして、多数

のご参加をお願い申し上げます。 

８月は会員増強・新クラブ結成推進月間です。本

年度に入り、３名の会員の方にご入会頂き、５１名

となりました。会員数はクラブの力であると共通の

認識を深め、会員数の増強にご協力をお願い致しま

す。その月間にちなみまして、本日のプログラムは

会員増強委員会による「会員増強に対しての意識向

上と仕組みづくり」という内容の卓話となります。

会員増強の意識を高め、新しい会員を迎え入れて、

クラブの力を高めて参りましょう。 

最後になりますが、次週２９日は松永ロータリー

クラブ様と合同開催のガバナー公式訪問となって

います。会場は福山ニューキャッスルホテル、開

催曜日は月曜日となっています。当クラブの設営

で準備致しますので、会員の皆さんのご協力、積

極的なご参加をお願い致しまして、会長の時間を

終わります。本日も最後まで、よろしくお願い致

します 

 

●御祝 

＜新店舗設立開店祝＞ 

瀬川貴夫さん 

司法書士法人瀬川事務所 7 月 1 日 

岡田祥平さん 

名古屋営業所 8 月 1 日 

原 隆之さん 

シャトレーゼ広島舟入店 8 月 5 日 

 

 

 

 

●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 

≪休会≫ 

日時：9 月 19 日（月） 

理由：法定休日（敬老の日） 

 

●府中ロータリークラブ 

≪変更≫ 

日時：８月 30 日(火) 11：30～ 

場所：小料理くわぎ（福山市新市町新市 998） 

理由：鞆の浦ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞと合同ガバナー公式訪問 



●鞆の浦ロータリークラブ 

≪休会≫ 

日時：9 月 20 日（火） 

理由：定款第 7 条第 1 節 

 

●福山西ロータリークラブ 

≪変更≫ 

日時：9 月 6 日(火)⇒9 月 10 日(土) 19：00～ 

場所：重顕寺（福山市水呑町） 

理由：十五夜月見例会 

≪休会≫ 

日時：9 月 20 日（火） 

理由：ｸﾗﾌﾞ細則第 5 条第 2 節 

 

●福山南ロータリークラブ 

≪休会≫ 

日時：8 月 25 日（木） 

理由：定款第 7 条第 1 節 

 

＜配布物＞ 

・観月例会のご案内 

 

＜回 覧＞ 

・ハイライトよねやま 

・8/30 情報集会の出欠表 

・9/13 観月例会の出欠表 

・9/23 天野杯野球大会の出欠表 

・10/8 福山赤坂 RC ゴルフコンペ出欠表 

・10/16 地区大会出欠表 

 

●出席報告 

本日出席率 79.17％ 

（出席者 38 名 欠席者 10 名 出席免除者 3 名） 

 

●委員会報告 

① DX 推進特別委員会（サイネージについて/出欠

確認について） 

② 親睦活動委員会（観月例会のご案内） 

③ 野球同好会（天野杯野球大会について） 

●スマイル BOX 

＜義務スマイル＞ 

会員入会記念祝 

武郷義昭さん  2006 /8 / 6 

眞田奈津基さん 2010/8/10 

田中ひとみさん 2012/8/21 

松浦宏次さん  2014 /8 / 6 

河村博文さん  2014 /8 / 6 

大土井敬司さん 2021/8/17 

 

＜申告スマイル＞ 

平井啓博 会長 

本日もお忙しい中、例会へのご参加有難うございま

す。回覧を多数配信していますが、事業が目白押し

です。皆さんのご出席を宜しくお願い致します。 

本日の卓話は会員増強委員会による「会員増強に対

しての意識向上と仕組みづくり」となっています。

会員増強に向けて重ねて宜しくお願い致します。 

 

畑 弓子 副会長 

8 月 2 日のガバナー補佐参加のクラブ協議会では、

皆様、長時間にわたりお疲れさまでした。有難うご

ざいます。 

本日は会員増強委員会によるプログラムです。 

東森委員長、宜しくお願い致します。 

 

松浦宏次 幹事 

本日のプログラム、「会員増強に対して意識向上と

仕組みづくり」福山赤坂ロータリークラブの会員増

強につながる卓話と期待しております。 

東森委員長、宜しくお願い致します。 

 

橋本慎吾 パスト会長 

現在開催中の社会人野球広島大会にて、福山ローズ

ファイターズが JFE 西日本に勝利する快挙を成し

遂げてくれました。 

本日準決勝でしたが、選手複数名がコロナ陽性診断

され、残念ながら出場辞退となりました。 



この悔しさをバネに更なるチームづくりを強化し

てまいります。 

引き続きのご声援をお願いします。 

 

徳永雅俊 パスト会長 

所用の為欠席させて頂きます。申し訳ございません。 

 

岡田員宗 会員 

所用の為欠席させて頂きます。申し訳ございません。 

 

 

●プログラム 

卓話 

会員増強職業分類委員会 東森由倫 委員長 

テーマ 

「会員増強に対しての意識向上と仕組みづくり」 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 次回例会 2022-2023 年度 

8 月 29 日（月）12：30～ 

松永ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ合同ガバナー公式訪問 例会 

同日 13：45～15：15 

合同フォーラム 

場所：福山ニューキャッスルホテル 

 








