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●点 鐘  松永ロータリークラブ 会長 丸山 高司 様 

●ソ ン グ  「君が代」「奉仕の理想」 

●ゲ ス ト  国際ロータリー第 2710 地区ガバナー           石川 良興 様 

        国際ロータリー第 2710 地区ガバナー随行幹事       福谷 正道 様 

        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 

        国際ロータリー第 2710 地区グループ 11 ガバナー補佐幹事 西村 和彦 様 

●プログラム  卓話  国際ロータリー第 2710 地区ガバナー 石川 良興 様 

 

●会長の時間 

福山赤坂ロータリークラブ 会長 平井 啓博 

 

皆さんこんにちは。 

福山赤坂ロータリークラブの会長を務めさせて

頂いております、平井でございます。あらためまし

て、どうぞよろしくお願い致します。 

本日はご多用中にも関わらず、松永ロータリーク

ラブ、福山赤坂ロータリークラブの合同例会に多数

ご出席頂きましたこと、心より御礼申し上げます。 

合同例会、合同フォーラムと長丁場となりますが、

最後までお付き合いの程、よろしくお願い致します。 

皆様ご承知の通りではあると思いますが、私ども

福山赤坂ロータリークラブは、松永ロータリークラ

ブをスポンサーに、様々なご指導、ご鞭撻をいただ

きながら、現在まで活動を続けて参りました。また

毎年の親睦例会、また近年の合同ガバナー訪問など

を通じて、会員間の親睦もとても深く、もっとも 

近い存在の先輩クラブであります。高いところから

ではありますが、御礼申し上げ、感謝をお伝えした

いと思います。いつもありがとうございます。また、

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。 

さて、先程も松永ロータリークラブの丸山会長よ

りご紹介がありましたが、国際ロータリークラブ 

第 2710 地区ガバナー、石川良興様、同随行幹事、

福谷正道様、本日は遠路はるばるお越しくださり、

あらためまして、厚く御礼申し上げます。また、グ

ループ 11 ガバナー補佐、柳井誠治様、同ガバナー

補佐幹事、西村和彦様、先般のクラブ協議会に引き

続いてのご訪問、誠にありがとうございます。本日

もどうぞよろしくお願い致します。 

本日、こうしてガバナー公式訪問の日を迎えるこ

とが出来ました。我々クラブとして、会員全体で国

際ロータリーの方向性や、最新の情報をお聞きでき、

また、フォーラムでは双方向でのディスカッション

ができる、年に一度の機会となります。ジェニファ

ー・ジョーンズ RＩ会長の示す方向性、地区の運営

方針など、あらためてお聞き出来ることを、楽しみ

にしています。 

また、フォーラムでは、あらためて私どもクラ

ブの特徴や現状についてご説明させて頂き、ご参

加頂く会員の皆様にも、自身のクラブを再認識出
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来る良い機会となることと思います。この機会を

成長の機会と捉えて、積極的なご発言、ご質問な

ど、どうぞよろしくお願い致します。 

フォーラムの議題ですが 

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 

となっております。 

また、入会して５年未満の方々に対して、 

石川ガバナーより 

１．新入会員に対してのオリエンテーションに 

ついて 

２．親睦及び入会目的、自己の得意分野について 

３．ロータリークラブで何がやりたいか 

４．ロータリーを外から見た印象 

５．クラブ内での希望委員会、満足感等 

について質問がございます。 

石川ガバナーのご指導のもと、また、松永ロー

タリークラブの特徴や、取り組み方などをお聞き

することで、有意義なものと繋げてまいりたいと

考えております。皆様方のご協力を、どうぞよろ

しくお願い致します。 

８月も終わりが近づいて参りましたが、８月は会

員増強・新クラブ結成推進月間でありました。当ク

ラブでは、先週の例会で、会員増強職業分類委員会

による「会員増強に対しての意識向上と仕組みづく

り」という内容の卓話を実施頂きました。会員増強

の意識が高まる、素晴らしい卓話であり、あらため

て、会員増強職業分類委員会の皆様に感謝申し上げ

ます。ありがとうございました。当日の卓話資料は、

当クラブホームページの週報より閲覧できます。 

当日やむなくご欠席の会員の皆様におかれまして

は、ご確認を頂きまして、会員全員で会員増強に取

り組み、会員増強に繋げることで、クラブの力を高

めていきましょう。 

最後になりますが、本日の合同例会、合同フォー

ラムが学び多き時間になりますことを重ね重ねお

願い申し上げまして、会長の時間を終わります。本

日も最後まで、どうぞよろしくお願い致します。 

松永ロータリークラブ 会長 丸山 高司 様 

 
 

●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） 

 

●鞆の浦ロータリークラブ 

≪変更≫ 

日時：9 月 13 日(火) ⇒ 同日 18：30～ 

場所：季節料理衣笠 

理由：月見夜間例会の開催 

≪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 

⇒ 通常例会へ変更 

≪休会≫ 

日時：9 月 20 日（火） 

理由：ｸﾗﾌﾞ細則第 5 条第 2 節 

 

 



＜配布物＞ 

・なし 

 

＜回 覧＞ 

・なし 

 

●出席報告 

本日出席率 77.08％ 

（出席者 37 名 欠席者 11 名 出席免除者 3 名） 

 

●委員会報告 

割愛 

●スマイル BOX 

割愛 

●プログラム 

卓話 

国際ロータリー第 2710 地区ガバナー 

石川 良興 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 次回例会 2022-2023 年度 

9 月 6 日（火）12：30～ 

会員卓話 松本剛泰さん 

場所：一心ビル例会場 

 



●ガバナー公式訪問 

松永ロータリークラブ・ 

福山赤坂ロータリークラブ 合同フォーラム 

司会：ガバナー補佐幹事 西村 和彦 様 

進行：ガバナー補佐 柳井 誠治 様 

講評：ガバナー 石川 良興 様 

謝辞：福山赤坂 RC 副会長 畑 弓子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


