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●黙 祷  当クラブ会員(2015/9 入会) 福山リネンサービス㈱ 代表取締役 頓行一雄 様（享年 53 歳） 

●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  G10・11 合同親睦ゴルフ大会についての協議会 

 

●会長の時間 

 

皆さんこんにちは。 

冒頭から、悲しいお知らせとなりますが、当クラ

ブ会員の「頓行一雄さん」が、お亡くなりになりま

した。葬儀は 9 月 22 日、家族葬で執り行われ、事

後報告となりますが、ご遺族のご意向をご理解頂き

たく、お願い申し上げます。私自身も個人的に交流

があり、突然の早すぎる死に、残念でなりません。 

謹んでご冥福をお祈り申し上げたいと思います。 

 報告となりますが、先般の例会でお願い申し上げ

た「青森県大雨災害支援金」について、2710 地区

においては￥290 万円が集まり、2830 地区青森県

大雨災害支援本部へ送金されました。石川ガバナー

より、会員の皆さんに対して、感謝とご報告を頂き

ました。会員の皆さんにご報告申し上げます。皆さ

んのご協力、誠にありがとうございました。 

 さて、先々週の例会は、観月夜間例会ということ

で、福山城の月見櫓で例会を開催させて頂きました。  

本来ならば、まだ一般貸出をされていない会場では 

ありましたが、福山コンベンション協会の試験運用 

という形で、築城 400 年の改装後、初となる一般貸

出となりました。当日は報道の取材もあり、中国新

聞、山陽新聞に取り上げて頂き、掲載をして頂きま

した。会場に福山城の月見櫓、乾杯に門田パスト会

長、十五夜小話に田中会員、アトラクションに箏奏

者の木原智子さんと、風情を感じながら、親睦が深

まる、楽しい一夜を過ごすことが出来ました。会場

のご準備、会のご設営を頂きました親睦委員会の皆

さん、そしてお手伝い頂きました職業奉仕委員長の

河村さん、どうもありがとうございました。 

 続いて、先週の 23 日に開催されました「天野杯

野球大会」の報告です。天候が心配されましたが、

曇り空の中、無事野球大会が開催されました。当ク

ラブは 1 試合目に福山西ロータリークラブと対戦

し、11 対 1 で勝利、2 試合目は鞆ロータリークラブ

と対戦し、2 対 1 で敗れてしまいました。結果、準

優勝となりましたが、皆さんの活躍ぶりを見ている

と、来年こそは優勝を勝ち取るポテンシャルを持っ

たチームであると感じました。私自身いつもは参加

しない野球ですが、会長職にお気遣い頂き、1 試合

目にピッチャー登板させて頂き、常岡さん、橋本さ

んの息子さんに投球フォームを矯正して頂いたお

かげで、三振を取ることが出来ました。皆さんのお

気遣いで、大変気持ちがよい一日となりました。 

当日ご参加頂きました皆さん、大変お疲れ様でした。  

 さて、本年は東京赤坂ロータリークラブと、姉妹

縁組をして 10 周年の記念すべき年となっています。 
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記念行事についての打合せと合わせて、16 日（金）

に、松浦幹事、清水副幹事と共に東京赤坂ロータリ

ークラブの例会訪問をしてまいりました。会員の皆

さんの和やかな雰囲気、ピアノの生演奏と、とても

柔らかな雰囲気で例会が行われており、とても和や

かな時間を過ごさせて頂きました。本題の 10 周年

記念行事ですが、この度は私たちが東京へお邪魔し

て、東京赤坂ロータリークラブさんのご設営で、共

に時間を過ごそうとの結論とあいなりました。来年

の 3 月、4 月で日程を調整して、東京湾クルージン

グの合同例会か、屋形船で夜景を眺めながらの合同

例会、懇親会をイメージされているそうです。あら

ためて日程などのアナウンスをさせて頂きますの

で、多くの皆さんと訪問して、10 周年をお祝いし

たいと思っております。そして、この度の節目の訪

問に際し、徳永パスト会長を訪問団の団長として訪

問したく、ご相談したところ、快くお引き受け頂き

ました。徳永団長、あらためまして、どうぞよろし

くお願い致します。徳永団長を中心に、大勢の会員

の皆さんと訪問したいと考えていますので、どうぞ

よろしくお願い申し上げます。 

最後に、本日の例会はクラブ行事「Ｇ10・11 合

同ゴルフ大会の実行委員会」となります。当番年で

皆さんにはご負担をお掛け致しますが、福山赤坂ロ

ータリークラブらしい合同ゴルフ大会になります

ことを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。 

 

 

●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：10 月 31 日（月） 

理由：定款第 7 条第 1 節（ｄ） 

●松永ロータリークラブ 

≪変更≫ 

日時：10 月 24 日(月) ⇒ 同日 19 時～ 

場所：ニチエー会館 

理由：創立記念夜間例会 

≪休会≫ 

日時：10 月 10 日（月） 

理由：法定休日（体育の日） 

●福山西ロータリークラブ 

≪変更≫ 

日時：10 月 18 日(火) ⇒ 10 月 16 日(日)13 時～ 

場所：周南市文化会館 

理由：地区大会参加のため 

●福山南ロータリークラブ 

≪変更≫ 

日時：10 月 13 日(木) ⇒ 10 月 16 日(日)13 時～ 

場所：周南市文化会館 

理由：地区大会参加のため 

日時：10 月 27 日(木) ⇒ 同日 18：30～ 

場所：福山ニューキャッスルホテル 

理由：第 2800 回記念夜間例会のため 

＜配布物＞ 

・会員手帳 

・G10・11 合同親睦ゴルフ大会競技用資料 

＜回 覧＞ 

なし 

 

 

●出席報告 

本日出席率 89.36％ 

（出席者 42 名 欠席者 5 名 出席免除者 3 名） 

 

 

●委員会報告 

・親睦活動委員会 

観月例会の御礼と福山城関連施設ユニークベニ

ュー実証事業アンケートのお願い 

・クラブ管理運営委員会 

出席状況の報告、創立記念例会のお願い 

 

 



●スマイル BOX 

＜義務スマイル＞ 

会員入会記念祝 

渡辺弘子さん   2 0 15 年 9 月 7 日 

野田和秀さん   2 0 15 年 9 月 7 日 

岡田員宗さん   2 0 15 年 9 月 7 日 

池上 創さん   2016 年 9 月 26 日 

佐々木翔陽さん  2016 年 9 月 26 日 

 

＜申告スマイル＞ 

平井啓博 会長 

頓行一雄さん、謹んでご冥福をお祈り申し上げ

ます。 

本日のプログラム G10･11 合同親睦ゴルフ大会

についての協議会、どうぞ宜しくお願い致します。

お願いですが出席率向上のご協力お願い申し上げ

ます。 

 

畑 弓子 副会長 

9 月 13 日の観月例会、親睦委員会の皆様、ご準

備有難うございました。又、河村会員のご努力に

より月見櫓でのお月見とても素敵な時間になりま

した。有難うございます。又、9 月 23 日の天野杯

ロータリー親睦野球大会、準優勝おめでとうござ

いました。早朝より試合に臨む皆さんの意気込み、

応援する私達も熱くなりました。 

 

松浦宏次 幹事 

先日の天野杯野球大会お疲れ様でした。数多く

のメンバーに参加していただき大変有意義な一日

でした。来年は野球大会の当番クラブですので是

非とも優勝カップを持ち帰りましょう。 

 

徳永雅俊 パスト会長 

9 月 23 日天野杯ロータリー親睦野球大会では、

野球同好会の皆さんのお陰で準優勝する事が出来

ました。助っ人を出して頂いた谷口パスト会長、

橋本パスト会長、清水さんありがとうございまし

た。また応援にかけつけて頂いた畑副会長、田中

さんありがとうございました。来年は福山赤坂 RC

が担当させて頂きますので、ご協力何卒宜しくお

願いします。 

 

眞田奈津基 パスト会長 

本日は 11 月３日に行われるグループ 10、11 合

同ゴルフ大会の実行委員会をプログラムとして開

催させて頂きます。 

赤坂らしいおもてなしで成功させるべく、皆様

のご協力をよろしくお願いいたします。 

 

橋本慎吾 パスト会長 

本日の例会行事『G10・11 合同ゴルフ大会』実

行委員会による協議会。クラブで一致団結して赤

坂らしさを体現したいので皆様よろしくお願いし

ます。 

 

石井宏和 パスト会長 

先日 23 日に行われました天野杯野球大会、参加

いただきました皆様、本当にありがとうございま

した。皆様の活躍により準優勝を勝ちとることが

できました。 

 来年は赤坂クラブが幹事クラブとなりますので、

ぜひ優勝を狙いたいと思います。引き続き、野球

同好会へのご支援、ご協力をお願いいたします。 

 

天満博之 会員 

 先日の観月例会では、たくさんの方々に出席い

ただきありがとうございました。また、お酒を提

供いただきました眞田パスト会長ありがとうござ

いました。会場を手配していただいた河村さん、

ありがとうございました。そして委員会の枠をこ

えて会場設営、撤収をお手伝いいただいた皆様あ

りがとうございました。 

 

瀬川貴夫 会員 

諸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 

クラブ協議会 

「G10・11 合同親睦ゴルフ大会について」 

 

眞田奈津基 実行委員長 

 
 

橋本慎吾 副実行委員長 

 
 

総務部会 

馬場正人 部会長 

天満博之 副部会長 

塚本浩史 幹事 

 
 

 

 

競技部会 

池上 創 部会長 

梅西大輔 副部会長 

佐藤泰之 幹事 

 
 

親睦部会 

村井祐介 部会長 

熊田祐介 副部会長 

越智幸志 幹事 

 
 

部会統括 

谷口宏樹 統括総務部担当 

𠮷元友浩 副統括競技部会担当 

清水朗弘 副統括親睦部会担当 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

～～～東京赤坂ロータリークラブ例会訪問～～～ 

日時：2022 年 9 月 16 日 12 時 30 分 

会場：ANA ｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙﾎﾃﾙ東京 37F「ｱﾘｴｽ」 

 

 

～～第 10 回天野杯ロータリー親睦野球大会～～ 

日時：2022 年 9 月 23 日 

場所：エブリイ福山市民球場 

 

 

 

 

※ 次回例会 2022-2023 年度 

10 月 4 日（火）福山ニューキャッスルホテル 

18：00～ 創立記念例会 

（理事会 同会場にて 17 時より） 

 


