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皆さん、こんにちは。本日もお忙しい中、例会に

お集まりいただき、誠に有難うございます。 

さて、先週の例会は忘年夜間例会でした。久しぶ

りの忘年会の開催となりましたが、皆さんいかが

だったでしょうか。 

まずは、例会におきまして、新入会員の松本剛泰

さん（まつもと たけやす）の入会式を行いまし

た。あらためまして、松本さん入会おめでとうご

ざいます。そして有難うございます。忘年例会と

いうこともあり少しびっくりされたところもある

かもしれませんが、通常はこういった形で真面目

に活動をしておりますので、ご安心下さい。これ

からのご活躍を楽しみにしておりますので、宜し

くお願い致します。また、ご紹介いただきました

平井副会⾧、有難うございます。 

そして、熊田委員⾧のホテルマン人生をかけた親

睦活動委員会の渾身の企画「絶対に笑ってはいけ

ない福山赤坂ロータリークラブ大忘年例会２０２

１」本当に楽しませていただきました。ちょこち

ょこ入ってくる笑えない小ネタ。さらに委員会と

してチャレンジングな企画の「催眠術」東森副委

員⾧の「催眠術でたばこをやめたい」という個人

的な思いから始まった企画でしたが、懇親会の雰

囲気じゃなかったらもっと違う結果が出ていたの

ではないかと思います。なにより梅西さんと山本

さんに救われた企画でした。梅西さん、山本さん

有難うございました。また、有木さんの北川景子

も素敵でした。そして最後の２０２１年振り返り

映像、素晴らしかったです。ご協力いただきまし

た、谷口パスト会⾧の奥様で希元奈央さん、本当

に有難うございます。２０２１年を振り返れる映

像で作詞を担当した東森副委員⾧、あのアンケー

トはこの作詞の為だったのですね。ほんとに笑わ

せていただきましたが、見直してみるとなんか感

動してしまいました。残り新年会・花見例会とな

りますが、またハードルを上げてしまいました

ね。 

とはいえ、本当にお疲れ様でした。有難うござい

ました。 

さて、本日のプログラムは「年次総会」です。今

回は例年と違いクラブ細則の内容の変更と新規事

項の追加の案件となります。２５周年をむかえ福

山赤坂ロータリークラブをより良くしていき活発

な活動とする内容です。皆さんの慎重なる審議を

お願い致します。 

さきほど福山市教育委員会の方、福山高校の校⾧

先生より説明がありました件ですが、ロータリー
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活動としてご協力をしていきたいと思いますの

で、皆さんのご協力をお願い致します。 

また、以前よりお知らせしていますように、明日

が東京赤坂ロータリークラブの３５周年の記念式

典と祝賀忘年家族会となっておりますので、わた

くしと畑幹事・徳永パスト会⾧でお伺いしてまい

ります。それでは、本日も最後までどうぞ、宜し

くお願い致します。 

 

●ゲスト挨拶 

福山市教育委員会 教育次⾧ 佐藤元彦（さとう 

もとひこ） 様 

福山市教育委員会 管理部⾧ 藤井紀子 様（ふじ

い のりこ）様 

福山市立福山中・高等学校 校⾧ 髙田 芳幸（たか

た よしゆき）様  

福山市教育委員会 教育次⾧ 佐藤元彦（さとう 

もとひこ） 様 

福山市教育委員会 管理部⾧ 藤井紀子 様（ふ

じい のりこ）様 

 
 

 
 

●幹事報告 

＜例会変更・休会のお知らせ＞ 

福山 RC 

＜休会＞ 

１月３日(月) 

定款第 7 条第 1 節ｄ-(1) 

１月１０日(月) 

法定休日（成人の日） 

 

福山丸之内 

＜変更＞ 

日 時 1 月 3 日(月)→1 月 7 日(金)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＞ 

1 月 10 日（月）  

法定休日（成人の日） 

 

＜配布物＞ 

① ロータリーの友及びガバナー月信 

② 2020-21 年度地区活動報告書 

③ 年次総会資料 

④ 1/4 新年例会のご案内 

⑤ 1/25 職場例会のご案内 

⑥ 福山ゆかりの現代建築家展 2021 冊子 

 

＜回 覧＞ 

① 1/4 新年例会出欠表 

② 1/25 職場例会出欠表 

③ 財団室ニュース 

④ ハイライトよねやま 

⑤ 佐賀・⾧崎豪雨災害支援金についての報告書 

●出席報告 

本日出席率 80.00％  

出席者 40 名 欠席者 12 名 免除者 2 名 

 

 ●委員会報告 

① 親睦委員会（12/7 御礼 1/4 ご案内） 

② 職業奉仕委員会（1/25 職場例会の案内） 

③ 広報雑誌等委員会（R の友紹介） 

 

●スマイル BOX 

＜義務スマイル＞ 

会員結婚記念祝 

塚本浩央さん 12 月 5 日 

 



＜申告スマイル＞ 

石井 宏和 会⾧ 

本日も大変お忙しい中例会にお集まりいただきあり

がとうございます。先週の「絶対に笑っていけない

大忘年会 2021」大変に楽しい企画でした。親睦活

動委員会、熊田委員⾧、委員会メンバーの皆様、お

疲れさまでした。ありがとうございます。本日のプ

ログラムは年次総会です、皆様のご協力、よろしく

お願い致します。 

 

平井 啓博 副会⾧ 

12 月は忙しいですね。取り急ぎ、上着を忘れてし

まいました。すみません、次回からは忘れないよう

に致します。本日のプログラムは年次総会です。ど

うぞ、宜しくお願い致します。 

 

畑 弓子 幹事 

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。そして、先週の忘年夜間例会の楽しいひ

と時、親睦委員会の皆様、ありがとうございまし

た。 

 

今川 忠男 パスト会⾧ 

夏に福山美術館にて建築家展がありました。その時

の図録が出来たので P4 に今川が掲載されておりま

すので、皆様、見ていただければ幸いです。 

 

眞田 奈津基 パスト会⾧ 

先月、弊社３店目になる「すし惣」を静かにプレオ

ープンしました。わずか 7 席の小さなお店です。皆

様に愛される店づくりに努めてまいります。 

 

熊田 祐介 委員⾧ 

先週はご多忙の中、忘年夜間例会に多数ご参加いた

だきありがとうございました。限られた時間ではあ

りましたが、皆さんと懇親を深めながら 1 年間の活

動を振り返ることができました。当日、たくさんの

会員の皆様にご登壇いただき会を盛り上げていただ

き、感謝と共にスマイルいたします。 

 

東森 由倫 会員 

忘年例会では、多くの方をスベらせてしまい申し訳

ございませんでした。また、替え歌では失礼な歌詞

も多々あり、合わせて申し訳ございませんでした。

ご協力いただきました皆様、ありがとうございまし

た。 

 

岡田 員宗 委員⾧ 

ことたび、⾧男が結婚することになりました。私と

違い、学生の頃から全く女っ気もなく、モテない男

だと思い込んでいましたが、ところがどっこい、な

かなか可愛らしく、とても愛想の良い女性とお付き

合いしていました。できれば、私が結婚したいくら

いです。冗談はさておき、⾧男夫婦の末永い幸せを

祈念し、スマイル致します。 

 

村井 祐介 委員⾧ 

忘年例会では、皆様から多くのスマイルをしていた

だき、誠にありがとうございました。今後ともどう

ぞ宜しくお願い致します。 

 

吉池 覚 会員、中川 達也 会員 

仕事の都合のため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 2021-2022 年度 

12 月 21 日（火）12：30～  

「前期を振り返って」 石井会⾧ 

 


