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Serve to Change Lives

2021-22 年度 RI 会⾧
シェカール・メーター氏

●プログラム ：クラブ協議会「後期に向けて」 各委員⾧発表
●会⾧の時間

さて、前回の例会は新年家族例会でした。例会では
臨時総会を開かせていただき、次年度の理事・役員
が決定いたしました。そして、そのあとの懇親会で
は琴とフルートの演奏にダンスを組み合わせて、と
ても美しい時間を過ごさせていただきました。ま
た、アトラクションでは「福山赤坂ロータリークラ
ブ的格付けチェック」ということで大変盛り上がり
ました。「チーム高級車」の方々が一流ロータリア
ンの称号を守られ、やはりと言いますかさすがだな
と。それと、すでにいくつかの称号を持つ清水会員
が新たに「エスカルゴ」の称号を手に入れられまし

皆さん、こんにちは。本日もお忙しい中、例会にご

た。清水さんもさすがですね。

参加いただき、有難うございます。

そして、今回の新年例会には杉原名誉会員にもご出

昨年の後半、一時は少し安心できるくらいにまで収

席いただきました。久しぶりにお会いしてお話をさ

まりをみせていた新型コロナですが、年明けからの

せていただきました。杉原名誉会員も「久しぶりに

オミクロン株での感染拡大で、一気に第 6 波に突入

楽しいお酒を頂きました」と言われていましたし、

してしまいました。

皆さんに会う事ができて本当に喜んでおられまし

先週から広島県に再度まん延防止等重点措置が適用

た。あと、「これから後半戦しっかりと頼みます

されました。今月３１日までの適用という事で、こ

よ」と激励も頂きました。

こからのロータリーの活動もいろいろと考えながら

楽しい時間を設営いただきました、熊田委員⾧と親

臨機応変な対応が必要となってきます。新型コロナ

睦活動委員会の皆さん、本当に有難うございまし

が発生して３年目となりますが、コロナ禍の中でで

た。

きる事、できない事をしっかりと考え判断していき

また、本日は１月度の理事会が開催されましたので

たいと思っています。そういった中で、まん延防止

報告を致します。

の期間中は例会での食事を取りやめ、持ち帰りのお

１つ目がプログラムの件。例会のプログラムについ

弁当を準備させていただき、食事の時間を短縮する

てですが、直近では次回の職場例会で変更がありま

形での例会を行ってまいります。皆様のご理解とご

す。小林委員⾧に準備をいただいていました三原市

協力をお願い致します。また、食事を準備していた

にある「株式会社椿き家」さんにお伺いをしての職

だいています、吉池会員には急なお願いでご負担を

場例会の予定でしたが、ここ最近のコロナの感染拡

お掛け致しますが、ご協力の程お願い致します。

大状況を考え、先方の会社様にご迷惑をおかけして
はいけませんので訪問は中止させていただくことと

しました。通常にもどし、この会場での例会に切り
替え、リモートで卓話をしていただきます。会場の
変更となりますのでご協力の程、宜しくお願い致し
ます。また２月以降のプログラムにつきましても相
手の方と話をしながら方法を模索し、リモート等で
の対応になろうかと思います。確定次第、随時連絡
をさせていただきます。２つ目、予算実行状況の件
を承認いただきました。３つ目に、地区より「第２
７１０地区 クラブ一斉オープン例会」の提案があ
りましたので協議致しました。
他の地区で「オープン例会ウィーク」というものを
開催され、予想以上の成果があったという事で、２
７１０地区でも取り組んでみたらどうかという事で
した。会員拡大のきっかけの一つとして取組んでみ
ようという事です。
以上が理事会の報告となります。
冒頭でも話しましたが、コロナの感染状況が今まで
よりも強く広まっています。少しずつ身近でも感染
者の話を耳にするようになってきました。細心の注
意をはらいながらロータリー活動を進めていきたい
と思っています。しかしながら、急遽予定が変更に
なるという可能性もあります。皆さんのご理解とご
協力をあらためて、お願い致します。
それでは、本日も最後まで、どうぞ宜しくお願い致
します。

福山北

＜休会＞
1 月 14 日(金)
2 月 11 日(金)法定休日
2 月 25 日(金)
定款第 7 条第１節 (d)(1)
＜配布物＞
① ロータリーの友及びガバナー月信
② 2022-23 年度委員会構成
③ 会費納入のご案内
④ 一心グループ誌（ご自由にお持ち帰りください）
⑤ ＜回 覧＞
① IM 出欠表
② 米山特別寄付・賛助会員申し込み表
③ 財団室ニュース
④ ハイライトよねやま
⑤ 2022 年ロータリー国際大会のお願い
●出席報告
本日出席率 64.0％
出席者 32 名 欠席者 18 名

免除者 1 名

●委員会報告
① 米山奨学会委員会
（特別寄付・賛助会員のお願い）
② 親睦委員会（1/4 新年家族例会御礼）

●幹事報告

③ 職業奉仕委員会（1/25 職場例会の案内）

＜例会変更・休会のお知らせ＞

④ 広報雑誌等委員会（R の友紹介）

松永
＜変更＞

●スマイル BOX

日

時 １月 24 日（月） １２：３０~

＜義務スマイル＞

理

由 ZOOM を使ったハイブリッドでの例会

創業創立記念祝

場

所 前田組

今川 忠男パスト会⾧

日

時 １月３１日（月）

理

由 ZOOM を使ったハイブリッドでの例会

場

所 前田組

今川建築設計 1988/1/16

松浦 宏次会員 ㈱一真 1988/1/14
１２：３０~

岡田 員宗会員 ㈲岡田自動車工業 1970/1/1
＜申告スマイル＞
石井 宏和 会⾧

鞆の浦

本日もお忙しい中、例会にお集まりいただき、あり

＜休会＞

がとうございます。前回の例会、熊田委員⾧をはじ

1 月 18 日(火)18：00～

めとする親睦委員会の皆様、楽しい設営ありがとう

又来軒（新年家族例会）

ございました。コロナの感染拡大が強くなっていま

定款第 7 条第 1 節（取消）

す。しっかりと考えながら運営を行ってまいります

ので皆様のご理解とご協力をお願い致します。また
本日のクラブ協議会、宜しくお願いします。
畑

弓子 幹事

先日の新年家族例会、親睦活動委員会の皆様、楽し
い時間をありがとうございました。本日のプログラ
ム、クラブ協議会「後期に向けて」です。委員⾧の
皆様、宜しくお願いします。
谷口 宏樹 パスト会⾧
本年、1 月１日より一心グループのサービス部門も
取締役として担当させていただくことになりまし
た。早速ではありますが、恵方巻のチラシを配布さ
せていただきますので。ご協力いただけると非常に
ありがたいです。宜しくお願い申し上げます。
熊田 祐介 委員⾧
去る 1 月４日の新年家族例会は、当ホテルをご利用
いただき誠にありがとうございました。またご家族
を含め、多数ご参加いただきありがとうございま
す。懇親会では会員の皆様、ご家族の皆様にご協力
をいただきながら楽しい会を催すことができまし
た。重ねて御礼申し上げます。
渡辺 弘子 会員
所用のため、欠席させていただきます。誠に申し訳
ございません。
吉池 覚 会員
諸事情により、欠席させていただきます。誠に申し
訳ございません。
山内 透 会員
業務都合により欠席失礼いたします。
杉元 一昌太 会員
所用のため、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
クラブ協議会「後期に向けて」
各委員⾧発表

※次回例会 2021-2022 年度
1 月 25 日㈫12：30～ 一心ビル例会場
職場例会をゲスト卓話（リモート）へ変更
（※コロナ対策の為）

