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点 鐘  田頭会長 

司 会 籔田ＳＡＡ 

ソ ン グ  「我等の生業」 

 

＜会長報告＞ 田頭会長 

2月 16日日曜日に日本宇

宙少年団 福山南ローズス

ター分団 創立 15 周年記

念講演会に参加させてい

ただきました。 

福山南ローズスター分団

は、15 年前の瀬来会長、藤

岡幹事年度に創立されま

した。そして、この 15 年

間、瀬来和男さんが分団長

として、そして、北野さん三吉さんその他のメンバーの

方の協力のもと継続されてこられたことに頭の下がる

思いであります。 

この 福山南ローズスター分団は、福山南ロータリー

の支援事業として他のロータリークラブから非常に高

い評価を受けております。 

今後も継続されることを心から期待しております。 

 

＜幹事報告＞ 本瓦幹事 

 地区事務局より 
・2022-23 年度ガバナー予

定者決定のお知らせ 
当地区ガバナー指名委員会

は、細則第 12 条 12.030.10
により 石川 良興 氏(徳山

RC) を国際ロータリー第

2710 地区 2022-23 年度ガ

バナー予定者として決定致

しましたことをご通知申し

上げます。 
 

 米山記念奨学会より 
・ハイライトよねやま 239 号 
 
 例会変更ならびに休会のお知らせ 
福山

RC 
変更 3/9(月)→3/7(土)13：00～ G10・

11 合同 IM の為/福山ﾆｭｰｷｬｯｽﾙﾎﾃﾙ 
休会 3/16(月) 定款第 7 条第 1 節 

福山丸

之内

RC 

変更 3/9(月)→3/7(土)13：00～ G10・
11 合同 IM の為/福山ﾆｭｰｷｬｯｽﾙﾎﾃﾙ 
3/30(月)→4/5(日)10：00～ 
里親会支援事業(親善ボウリング交

流会)の為/キャッスルボウル福山 
松永

RC 
変更 3/9(月)→3/7(土)13：00～ G10・

11 合同 IM の為/福山ﾆｭｰｷｬｯｽﾙﾎﾃﾙ 
3/30(月)→3/29(日)7：00～ 清掃奉

仕/さくら公園周辺 
休会 3/23(月) 定款第 7 条第 1 節 

鞆の浦

RC 
変更 3/10(火)→同日 13：30～ 創立 50

周年記念事業植樹活動/鞆の浦学園 
休会 3/31(火) 定款第 7 条第 1 節 

福山西

RC 
変更 3/3(火)→3/7(土)13：00～ G10・

11 合同 IM の為/福山ﾆｭｰｷｬｯｽﾙﾎﾃﾙ 
休会 3/17(火) 福山ニューキャッスル終

日停電の為 
3/31(火) クラブ細則第 5 条第 2 節 

福山赤

坂 
RC 

休会 3/17(火)クラブ細則第 5 条第 2 節 

福山東

RC 
変更 3/4(水)→3/1(日)9：00～15：00  

ジュニア卓球教室開催/アレナ神辺 
3/11(水)→3/7(土)13：00～ G10・
11 合同 IM の為/福山ﾆｭｰｷｬｯｽﾙﾎﾃﾙ 

休会 3/25(水) 細則第 5 条第 2 節 
 
☆ホノルル国際大会のご案内 
日時  2020 年 6 月 6 日～6 月 11 日（4 泊 6 日） 
・6 月 6 日 福山ナイト（福山 RC 主催の晩餐会） 
・6 月 7 日 日本人朝食会、国際大会本会議、ガバナー
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ナイト（2710 地区ガバナー主催の晩餐会） 
・6 月 8～10 日 自由行動 
※国際大会への登録は各自で申し込んでいただきます。 
 My Rotary よりオンライン登録、登録料＄550（3 月

31 日まで） 
ご家族お誘いの上、ぜひご参加下さい。 
 
＜出席報告＞ 小島親睦副委員長 

  

第2714回 

例会 

会員総数   59名 ゲスト      0名 

     

     

     

会員出席数  40名 

 

ビジター他    0名 

  

    

     

      

    

     

    

      

        

出 席 率 71.43 ％  

 

出席者総数    40名 

第2712回例会出席率 85.71％    修正出席率 87.5％ 

(事前)福山西RC/松本知さん 

(事後)松永RC/村上さん 

 (注)出席免除者8名 内5名出席  40÷56＝71.43％ 

 

＜親睦委員会報告＞ 目崎親睦委員長 
・誕生日祝：廣安さん(2/11)・三吉さん(2/15)・槇田

さん(2/17)・藤岡さん(2/20)・菅本さん(2/22)・北野

さん(2/23) 

・事業所創立記念日祝：羽柴さん(H7/2/23) 

・入会記念日祝：浅利さん(S60/2/14) 

 
 

＜スマイル・ボックス＞ 目崎親睦委員長 

※先日の第1回ワイン同好会に大勢の皆様に、ご参加い

ただきありがとうございました。大変有意義な親睦

がはかれたと喜んでおります。第2回も宜しくお願い

致します。            ・・田頭会長 

※先日はワイン同好会創立例

会に多数でご参加いただき誠

にありがとうございました。

今後楽しい企画を考えていき

たいと思っています。本日は

今年度2回目の通常夜間例会

で、ロータリー発祥記念月で

あります。金子さん、卓話宜

しくお願いします。 
・・本瓦幹事 

※長女に子どもが生まれました。ついにおじいさんに

なりました。           ・・廣安さん 

※2月16日開催された「日本宇宙少年団福山南ローズ

スター分団創立15周年記念講演会」には、多数のご

参加を頂きましてありがとうございました。瀬来分

団長も言っておられました様に、ロータリークラブ

創立100周年記念事業として2005年2月20日に結団式

を行い創立されました。その時の実行委員長を仰せ

つかり、皆様方のご理解とご協力の賜物と感謝申し

上げます。また、今日の山陽新聞に掲載されまし

た。小野さん、ありがとうございました。 
・・北野さん 

※東京の孫が中学受験に受かりました。 ・・藤岡さん 

※2/16YAC15周年に多数参加いただき感謝です。お陰

様で大成功です。山陽新聞に記事が載っています。

小野さん、ありがとうございます。   ・・瀬来さん 

※商工会議所より、このたび創業70周年の表彰を受け

ました。             ・・菅本さん 

※週報に写真が載りました。     ・・櫻田さん 

※その他たくさんの方から温かいスマイルをいただき

ました。ありがとうございました。 
 

＜委員会報告＞ 

◇ロータリー日本財団 ポールハリスフェロー ピン

の贈呈 
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ポールハリスフェローピン＋認証状/槇田さん・瀬尾さ

ん・村上さん 

マルチプル・ポールハリスフェロー/朝日奈さん 

 

＜プログラム＞  ロータリー発祥記念卓話 

金子 克也 さん 
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本日例会[第 2715回] 2/27(木) 12：30～ 

新入会員卓話/近藤幸二さん(㈱インプラス) 

 

次回例会[第 2716回] 3/7(土) 13：30～ 

Ｇ10・11 合同ＩＭ(インターシティミーティング) 

於：福山ニューキャッスルホテル 

 

次々回例会[第 2717回] 3/12(木) 12：30～ 

3 月号雑誌紹介・会員卓話予定 

 

◇3/5(木)  例会なし(3/7ＩＭに変更の為) 

◇3/19(木) 休会(定款第 7 条第 1 節) 

（クラブ週報担当：小野暁） 


