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●点 鐘    原 隆之 会長 

●ソ ン グ  「それでこそロータリー」 

●ｹﾞ ｽ ﾄ   一般社団法人福山青年会議所 2021 年度理事長 宇田 貴美 様  専務理事 桑田  雄 様  

●ﾋﾞｼﾞﾀｰ    なし 

●プログラム   ゲスト卓話 一般社団法人福山青年会議所 2021 年度理事長 宇田 貴美 様 

テーマ「まっすぐに～笑顔溢れる未来へ～」 

●会長の時間 

 

 会員の皆様には、コロナ禍の状況の中、また大

変ご多用の所、いつも例会に出席して頂き、あり

がとうございます。皆様ご存じと思いますが、先

週の１３日の夜に、福島県沖を震源とする地震が

発生しましたが、東日本大震災の１０年前の余震

とも言われております。今後も１週間程度、最大

震度６強程度の地震が起きる可能性があると報じ

られています。こういう状況下の中、コロナ禍の

感染拡大にならないよう祈ると共に、被災された

皆様方に心よりお見舞い申し上げる次第でござい

ます。 

さて、本日のゲストは、コロナ禍と言う事もあり、

一般社団法人  福山青年会議所  理事長  宇田 

貴美 様にリモートにて参加をして頂いておりま

す。簡単に経歴を紹介させて頂きますと、福山Ｊ

Ｃに 2012 年に入会されて、2017 年に専務理事、

2020 年に副理事長と、2021 年に理事長就任をさ 

 

れ、現在活躍をされておる所でございます。 

また、勤務先はご実家の宇田製菓株式会社にて               

としても活躍されております。後程、リモートに

て卓話も行って頂きますが、どうぞ宜しくお願い

致します。 

また、前回の例会では、小学校非常勤講師ミラグ

ロス・フェルナンド・藤原様に「在日フィリピン

人として生きる」～多文化共生社会を考える、と

題して卓話を行って頂きましたが、皆さん大変勉

強になったのではないかと思っております。 

さて本日のプログラムは、ゲスト卓話で一般社団

法人 福山青年会議所 理事長 宇田 貴美 様

にテーマ「まっすぐに～笑顔溢れる未来へ～」と

題して卓話を行って頂きます。興味を持って聞か

せて頂き、勉強させて頂ければと思っております。 

本日もコロナ禍であり、１０分程度短縮して例会

を行いますが、最後まで宜しくお願い致します。 

以上、会長の時間を終わります。 

 

●幹事報告 

＜例会変更・休会のお知らせ＞ 

 

福山 RC 

≪変更≫ 

日 時  ３月８日(月) → ３月６日（土） 

理 由  ＩＭ参加のため 

場 所  オンライン例会 

2020-21 第 1067 回例会 2021 年 2 月 16 日(火) 



≪休会≫ 

日 時  ３月１５日(月) → 休会 

理 由  定款第 7 条第 1 節ｄ 

 

＜配布物＞ 

1．ゲストプロフィール 

2．海田シティホテル案内（2 月 1 日オープン） 

   ※河村 博文会員が運営される新規ホテル 

 

＜回 覧＞ 

1．ロータリー財団委員会より年次基金 

「後期７５＄」の寄付のお願い 

2．2021-22 年度 ロータリーの手帳 購入申込 

 

●出席報告 

本日出席率 71.42％  

（出席者 35 名 欠席者 14 名 出席免除者 5 名） 

前回修正出席率 89.80％  

 

●委員会報告 

・IM 実行委員会（3/6 開催について） 

・ロータリー財団委員会(後期 R 財団寄付について） 

 

●スマイル BOX 

＜義務スマイル＞ 

創業創立記念日祝 

清水 朗弘さん 清和電設 (有) 1984/2 月 

馬場 正人さん 馬場・片山法律事務所

           2011/2/22 

梅西 大輔さん (有)爽風苑  2001/2/8 

佐藤 泰之さん (株)サトケン 2012/2 月  

＜申告スマイル＞ 

◆原 隆之 会長 

  本日は、コロナ禍と言う事もあり、リモート

にてゲスト参加して頂いている、一般社団法人福

山青年会議所 2021 年度理事長 宇田 貴美様、

同じく一般社団法人福山青年会議所 2021 年度専

務理事 桑田 雄様よろしくお願い致します。後

程、宇田理事長様には、ゲスト卓話も行って頂き

ます。重ねてよろしくお願い致します。 

 

◆平井 啓博 幹事 

 本日もご多用中にも関わらず例会出席有難う

ございます。本日のゲスト卓話、プログラム委員

会による初めての試み、Zoom による卓話となっ

ています。一般社団法人福山青年会議所 宇田 

貴美理事長殿、桑田 雄専務理事殿、どうぞ宜し

くお願い致します。 

◆畑 弓子 副幹事 

 本日のゲスト卓話、一般社団法人福山青年会議

所 2021 年度理事長 宇田 貴美様、宜しくお願

い致します。本日は初めてズームでの卓話ですが、

うまくいきますように！！ 

◆中根 基博 会員 

 米山特別寄付金並びに賛助会員にご協力いた

だき誠にありがとうございます。先般、事務局よ

り送金させて頂きました。今後とも何卒よろしく

お願い致します。 

◆河村 博文 会員 

 今度、西川パスト会長のご紹介で広島市安芸区

の『海田シティホテル』の運営を行う事となりま

した。ホテルの入る建物の 4～6Ｆがホテル、2～

3Ｆには西川さんのデイサービスの店舗がありま

す。場所はＪＲ海田市駅 1 分の好立地です。広島

駅からもＪＲで 9 分です。皆様、広島へ御用の際

はぜひお越し下さいませ。コロナ禍で色々とあり

ますが、負けずにがんばろうと思います。ご紹介

下さいました西川パスト会長、ありがとうござい

ました。皆様よろしくお願い申し上げます。 

◆石井 宏和 副会長 

 仕事の為欠席させて頂きます。申し訳ございま

せん。 

◆小林 春道 会員 

 欠席させて頂きます。申し訳ございません。 

◆塚本 浩央 会員 

 所用の為欠席させて頂きます。誠に申し訳ござ



いません。 

◆天満 博之 会員 

 今月もたくさんのスマイル、ありがとうござい

ました。そして、メディアテック一心の眞田奈津

基社長、スクリーンを新しくして頂きありがとう

ございます。スマイルします。 

●プログラム 

・ゲスト卓話 一般社団法人福山青年会議所  

2021 年度理事長 宇田 貴美 様 

テーマ「まっすぐに～笑顔溢れる未来へ～」 

 

 

※次回例会 2 月 23 日㈫ 休会 

3 月 6 日㈯ IM  

場所：福山ニューキャッスルホテル 

集合：9：30 

 


