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●ビジター紹介：防衛省 自衛隊広島地方協力本部⾧ 一等海佐
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自衛隊広島地方協力本部福山地域事務所 所⾧ １等陸尉 久保
おくやま

まこと

誠様

よしと

２等陸曹 奥山 善人様
●会⾧の時間

さて、前回の例会のゲストは株式会社椿き家の折笠
社⾧でした。職場例会からの変更でリモートでの卓
話でしたが、折笠社⾧の農業時代の情熱や創業され
てからの豆腐作りの強いこだわりが伝わってくるお
話で、非常に学びのある卓話になりました。リモー
トという事で途中音声が途切れたりする場面もあ
り、皆さんにはご迷惑をお掛け致しました。まだま
だ勉強、改善するところもありましたが、この部分
もクラブにとっていい勉強になったと思います。あ
らためて、職業奉仕委員会小林委員⾧、ご協力いた
だきました梅西会員、有難うございました。

皆さん、こんにちは。本日もお忙しい中、例会にご

そして、前回にも触れましたが、広島県のまん延防

参加いただき有難うございます。

止も今月２０日まで延⾧となってしまいました。こ

あらためまして、本日のゲスト

れを受けまして２月１９日に予定をしていました創

防衛省 自衛隊広島地方協力本部⾧ 鷹尾 潤（た

立２５周年記念式典・祝賀会を再度延期とさせてい

かお じゅん）様

ただきました。コロナの影響が想像をはるかに超え

自衛隊広島地方協力本部福山地域事務所 所⾧ １

ており厳しい判断ではありますが、可能な限り安心

等陸射 久保 誠（くぼ まこと）様

を担保でき、完全な形での開催をしたいと考えてい

同じく２等陸曹 奥山 善人（おくやま よしと）

ますので、ご理解を頂ければと思います。再延期の

様、福山赤坂ロータリークラブの例会にお越しいた

日程を本日の例会後の実行委員会で決めたいと思い

だきまして、誠に有難うございます。心より歓迎申

ますので後日メール等で皆さんにご連絡させていた

し上げます。このあとのプログラムでの卓話楽しみ

だきます。

にしております。どうぞ宜しくお願い致します。ま

また、本日は理事会を開催致しましたのでご報告い

た準備を進めていただきました、国際奉仕委員会の

たします。

吉元委員⾧、天満会員、有難うございました。

１つ目プログラムの件、２つ目予算実行状況の件、
承認いただきました。３つ目がロータリー財団後期
寄付の件ですが、予定通り後期の寄付をさせていた

●出席報告
本日出席率 63.2％
出席者 31 名 欠席者 18 名

免除者 1 名

だきます。
あわせて、まん延防止の延⾧と福山市の感染状況を

●委員会報告

考えまして、２月の例会をどうするかも検討いたし

① 25 周年実行委員⾧（日程について）

ました。その結果、２月１５日の例会をコロナの状

② 広報・雑誌等委員⾧(R の友・ガバナー月信紹介)

況を考え休会。１９日の例会変更が創立２５周年の
延期にともない２２日に戻るのですが、祝日のある

●スマイル BOX

週となりますので、こちらも休会とさせていただき

＜義務スマイル＞

ます。よって次回の例会は３月１日となります。こ

① 会員誕生記念祝 ②ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生記念祝

れにつきましても今のコロナの状況や皆さんの安

西川 和吉パスト会⾧

1959/2/14

心・安全を考えた中での判断という事で、直近での

眞田 奈津基パスト会⾧

令夫人美枝さま 2/20

変更となりますがご理解をいただきたいと思いま

岡田 直也会員 令夫人亜弥さま 2/13

す。

平井 啓博会員 令夫人円 さま

それでは、本日もゲスト卓話となっております。最

熊田 祐介会員 令夫人靖枝さま 2/22

後までどうぞ宜しくお願い致します。

岡田 祥平会員 令夫人育子さま 2/2

●幹事報告
＜例会変更・休会のお知らせ＞
福山南
＜休会＞
2 月 10 日(木)
2 月 24 日(木)
定款第 7 条第 1 節
鞆の浦

＜変更＞
2 月 1 日(火)同日 12：30～
2 月 8 日(火)同日 12：30～
明円寺 または ZOOM

2/4

＜申告スマイル＞
石井 宏和 会⾧
本日もお忙しい中、例会にお集まりいただき、あり
がとうございます。また、本日のゲスト、防衛省
自衛隊広島地方協力本部⾧

一等海佐 鷹尾潤

様、自衛隊広島地方協力本部福山地域事務所 所⾧
一等陸尉 久保誠 様、同じく福山地域事務所 二
等陸曹 奥山善人 様、福山赤坂ロータリークラブ
の例会にお越しいただきありがとうございます。卓
話楽しみにしております。宜しくお願い致します。
平井 啓博 副会⾧
本日のゲスト、防衛省 自衛隊広島地方協力本部⾧

ハイブリッド例会の為

一等海佐 鷹尾潤様、同福山地域事務所 所⾧ 一

＜配布物＞

うこそ福山赤坂ロータリークラブお越しくださいま

① 卓話資料
② ロータリーの友並びにガバナー月信 2 月号
③ 抜萃のつづり
④ 米山記念奨学会寄付金領収証（確定申告用）
＜回 覧＞
① IM 出欠表
② 財団室ニュース

等陸尉 久保誠様、同 二等陸曹 奥山善人様、よ
した。本日のゲスト卓話、自衛隊の多様性ついてど
うぞ宜しくお願い致します。二月は逃げる。しっか
りと追いかけてまいりましょう。
畑 弓子 幹事
本日のゲストの皆様、福山赤坂ロータリークラブへ
お越しいただき、有難うございます。国際奉仕委員
会によるゲスト卓話となっております。防衛省 自

衛隊広島地方協力本部⾧ 一等海佐 鷹尾潤様、宜
しくお願い致します。
原

隆之 パスト会⾧

この度、（株）嵩心、関西住建（株）、原健具工場
（株）、タカシンラボ（株）のグループ全体の経営
管理を行うために（株）HGC ホールディングスを
設立致しました。今後とも、皆様のご指導ご鞭撻の
ほどよろしくお願いいたします。
清水 朗弘 委員⾧
本日のゲストの皆様、おこし頂きましてありがとう
ございます。卓話も宜しくお願い致します。また、
これまで準備をいただきました、国際委員会 吉元
委員⾧ありがとうございます。
吉元 友浩 委員⾧
本日は、国際奉仕委員会の担当例会となっておりま
す。宜しくお願い致します。
麦谷 恒雄 委員
所用のため、欠席させていただきます。申し訳ござ
いません。
吉池 覚 会員
所用のため、欠席させていただきます。申し訳ござ
いません。
馬場 正人 会員
所用のため、欠席させていただきます。申し訳ござ
いません。
●プログラム
ゲスト卓話
防衛省 自衛隊広島地方協力本部⾧ 一等海佐
たかお
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※次回例会 2021-2022 年度
2 月 8 日㈫ 休会
2 月 15 日㈫ 12：30～
25 周年実行委員会（クラブ協議会）

