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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  年次総会 

 

●会長の時間 

 

皆さんこんにちは。年末も差し迫り、公私とも

にご多用中の中、例会へのご参加、ありがとうご

ざいます。 

さて、先週の例会はオープン例会ということ

で、ロータリーにご興味をお持ち頂いています 12

名の方にゲスト参加頂きました。オープン例会へ

の動員では会員増強職業分類委員会の東森委員長

をはじめとする委員会メンバーの皆さん、そして

各委員会からお一人ずつの候補者へのお声がけな

ど、会員増強に向けた取り組みへのご理解、ご協

力、誠にありがとうございました。現状報告とし

て、2 名の方より入会申込書を頂き、入会に向け

た手続きの最中であります。手続きが順調に進み

ますと、1 月 6 日の新年例会で入会式を執り行

い、1 月より 51 名の会員でスタート致します。 

まだ入会の表明をされていない 10 名の方々も、福

山赤坂ロータリークラブに大変ご興味を持って頂

けており、数名の方には「前向きに検討していま

す」とお返事を頂いております。この度のオープ

ン例会にご紹介頂きました方々にも、引き続いて

のフォローをお願い致しまして、更なる会員増強

に繋げて参りたいと思っております。引き続いて

皆さんのご協力をよろしくお願い致します。  

例会プログラムでは、プログラム委員会ご担当

によるゲスト卓話「メディポリス国際陽子線治療

センター 事業推進本部 国際医療連携推進部 

部長 田中耕太郎様」にお越し頂き、テーマ「が

んと陽子線治療について」ということで、卓話を

頂きました。なんにしても早期発見が大事である

こと、セカンドオピニオンの積極的な活用、そし

てテーマにもあります陽子線治療について、ご説

明頂きました。その中でも陽子線治療は、手術に

よる根治的治療が困難なものに有効であり、体に

も負担が少ないとお聞きいたしました。12 月はロ

ータリーにおける「疾病予防と治療月間」となり

ます。我々会員自身の健康が土台になって初め

て、円滑なロータリー活動を展開することができ

ます。今一度ご自身の健康管理を見直して頂き、

元気にロータリー活動を進めて参りましょう。 

また、普段の生活ではなかなかお聞き出来ない情

報を入手できることもロータリーの醍醐味であり

ます。会員の皆さんも出来る限り例会にご参加頂

き、このような情報を積極的に入手して頂ければ

幸いです。 

報告となりますが、12 月 7 日（水）にグループ

10・11 会長幹事会を当クラブが当番クラブとして

開催致しました。会では G10・11 合同親睦ゴルフ

大会の決算報告を行い、無事承認頂きました。 
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また府中クラブさん、南クラブさん担当のインタ

ーシティーミィーティングについてのご説明、各

クラブへの動員協力要請がございました。本年度

のＩＭは 3 月 25 日に開催されます。会員の皆さん

におかれましては、スケジュールをご調整の上、

ご参加頂きます様、お願い致します。  

そして、先週 12 月 10 日（土）に、福山市より

「2022 年度善行市民賞」の表彰式があり、善行市

民賞の団体賞として、我々クラブが表彰頂きまし

た。この賞ですが、赤坂学区まちづくり推進委員

会からのご推薦によるもので、長年地域に対して

我々クラブがおこなってきた取組が、地域の皆さ

んに喜んで頂けている結果であると感じておりま

す。先約があり、表彰式には畑副会長に代理出席

頂きました。後ほど畑副会長より報告がございま

すが、会長の時間でも少し触れさせて頂きまし

た。あらためまして、皆さんおめでとうございま

す。これからも地域の声に耳を傾け、しっかりと

取り組んで参りましょう。 

最後になりますが、本日の例会プログラムは

「年次総会」です。次年度の理事・役員の決定

と、担当される役職を決定致します。27 年目を迎

える福山赤坂ロータリークラブの第一歩となりま

す。皆さんの慎重なるご審議をよろしくお願い致

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。 

 

●お祝い 

 

ポールハリスフェロー表彰 

梅西大輔さん 熊田祐介さん 

 

 

●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 

≪休会≫ 

日時：1 月 2 日（月） 

   1 月 9 日（月） 

理由：法定休日 

●福山丸之内ロータリークラブ 

≪変更≫ 

日時：1 月 16 日(月) ⇒ 同日 19 時～21 時 

場所：福山ニューキャッスルホテル 

理由：新年互礼会 

≪休会≫ 

日時：1 月 2 日（月） 

   1 月 9 日（月） 

理由：法定休日 

 

●松永ロータリークラブ 

≪変更≫ 

日時：1 月 16 日(月) ⇒ 1 月 9 日(月)17：00～ 

場所：鴎風亭 

理由：新年家族例会のため 

≪休会≫ 

日時：1 月 2 日（月） 

   1 月 9 日（月） 

理由：法定休日 

●鞆の浦ロータリークラブ 

≪休会≫ 

日時：12 月 27 日（火） 

理由：定款第 7 条第 1 節 

 

＜配布物＞ 

・2021－22 年度地区活動報告書 

・後期会費納入のお願い 

・新年家族例会のご案内 

 

＜回 覧＞ 

・財団室ニュース 

・米山奨学会賛助会員入会申込書 



●出席報告 

本日出席率 74.47％ 

（出席者 35 名 欠席者 12 名 出席免除者 3 名） 

 

●委員会報告 

・畑副会長（2022 年度善行市民賞の受賞報告） 

・米山奨学会委員会 

・親睦活動委員会（新年例会のご案内） 

 

●スマイル BOX 

＜義務スマイル＞ 

結婚記念日祝 

塚本浩央さん   12 月 5 日 

 

＜申告スマイル＞ 

平井啓博 会長 

本日のプログラムは年次総会です。次年度の理事役

員の決定と、担当される役職を決定致します。慎重

なるご審議をどうぞよろしくお願い致します。 

畑 弓子 副会長 

12 月 10 日善行市民表彰式に平井会長の代理とし

て行って参りました。福山赤坂ロータリークラブの

奉仕活動に対しての「団体賞」でした。とても誇ら

しく思いました。これからのロータリー奉仕活動に

今まで以上に頑張りたいと思いました。本日のプロ

グラム年次総会です。よろしくお願いいたします。 

松浦宏次 幹事 

本日のプログラムは年次総会となっております。皆

様よろしくお願い致します。 

清水朗弘 会員 

先週のオープン例会は、東森会員増強職業分類委員

長の綿密な企画運営により滞りなく終えることが

できました。 

ありがとうございました。また、駐車場係を務めて

いただいた天満委員長の親睦活動委員会の皆様に

も大変お世話になりました。ありがとうございまし

た。本日は御礼と様々なお詫びを込めてスマイルい

たします。 

 

桑田真由美 会員 

本日 ZOOM 参加の予定でしたが、急な来客で参加

出来なくなりました。欠席させていただきます。誠

に申し訳ございません。 

馬場正人 会員 

所用の為欠席させていただきます。誠に申し訳ござ

いません。 

瀬川貴夫 会員 

コロナの影響により人員が不足しております。申し

訳ございませんが欠席致します。 

岡田員宗 会員 

所用の為欠席させていただきます。誠に申し訳ござ

いません。 

 

●プログラム 

年次総会 

 

※ 次回例会 2022-2023 年度 

12 月 20 日（火）12：30～ 一心ビル例会場 

平井会長「前期を振り返って」 



 

この度、福山市より「善行市民賞」という栄誉ある賞をいただきました。表彰式は 12 月 10 日（土）に

ふくやま芸術文化ホール「リーデンローズ」大ホールにて執り行われ、畑副会長にご参加頂きました。 

 

   

2022 年度「善行市民賞」受賞の報告 


