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１．真実真実真実真実かどうか

２．みんなに公平公平公平公平か

３．好意好意好意好意と友情友情友情友情を深めるか

４．みんなのためになるかためになるかためになるかためになるか

どうか

浅浅浅浅 野野野野 秀秀秀秀 樹樹樹樹

仲仲仲仲 島島島島 英英英英 二二二二

宮宮宮宮 野野野野 祐祐祐祐 輔輔輔輔

ロータリーを実践し、ロータリーを実践し、ロータリーを実践し、ロータリーを実践し、

みんなに豊かな人生をみんなに豊かな人生をみんなに豊かな人生をみんなに豊かな人生を
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平成２６年２月２１日平成２６年２月２１日平成２６年２月２１日平成２６年２月２１日 No．３０．３０．３０．３０

■■■■本日の例会プログラム本日の例会プログラム本日の例会プログラム本日の例会プログラム

●今日の歌（たき火）

●会長の時間 ゲスト･ビジター紹介

●会務報告

●各委員会報告

●卓話

「国際奉仕活動について」

ＲＩ第２７００地区世界社会奉仕委員会

委 員 樋口 正孝様

■■■■次回卓話（２月２８日）予定次回卓話（２月２８日）予定次回卓話（２月２８日）予定次回卓話（２月２８日）予定

「地区大会について」

ＲＩ第２７００地区 地区大会

実行委員長 福迫 隆会員

■■■■前回例会の記録（２月１４日）前回例会の記録（２月１４日）前回例会の記録（２月１４日）前回例会の記録（２月１４日）

◇出席報告 出席委員長

当当当当 日日日日 ２月１４日２月１４日２月１４日２月１４日 前前前前 々々々々 回回回回 １月３１日１月３１日１月３１日１月３１日

会員総数 ７１名

免除会員数（1６名中） １１名

出席会員数 ４８名

ゲ ス ト ６名

ビ ジ タ ー ４名

合 計 ６６名

出 席 率 ８９．３９％

会員総数 ７１名

免除会員数(1７名中）１１名

出席会員数 ３４名

メークアップ １８名

欠席会員数 ２名

合 計 ６５名

修正出席率 ９６．９２％

●ステンカ・ラージン / ロシア民謡
●イエスタディ / Ｊ．レノン
●心の旅 / 財津和夫
●ワルツ１０番 / ショパン
●茶色の小瓶 / アメリカ民謡

世界理解月間世界理解月間世界理解月間世界理解月間

６日（木）当クラブ創立記念日（４４年）

７日（金）定例理事会

１４日（金）誕生祝

２３日（日）「国際ロータリー創立記念日」

「世界理解と平和の日」

２３日～２９日世界理解と平和週間

２８日（金）「地区大会について」１５時

美・フレッチェ

ピ
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●今週は、筑後ロータリーに木下会員と行ってきました。
行きは、在来線で行きましたが、帰りは新幹線でした。

流石に、新幹線は速く、在来線の３分の１の時間で帰っ
てきました。

新幹線の船小屋駅は、これまでの「駅前広場」のイメー
ジを根底から覆すような挑戦的ともいえる、たたずまい
でした。

駅を出た途端、広い芝生が広がり、その向こうには美術
館を思わせる斬新な建物（「芸文館」と名付けられてい
ました）が目に飛び込んで来ました。そして、その建物を
抜けると、矢部川の土手に上がれるようになっていまし
た。公園内は、その建物以外一切の建物がなく、まさに
「公園の駅」という感じでした。

●こうやって毎週あちこちのＲＣの例会に出席している
と、その度に、各クラブの例会運営の多様さに驚かされ
ます。

筑後ＲＣでは、「会長の時間」など会長が会員に対して
て話をするなどという場面が全くなく、会長の仕事は、単
に、「点鐘に始まり、点鐘に終わる」という、至って単純
作業で役目をこなしておられました。毎回、会長卓話で
苦労している私にとって、実に羨ましい限りでした。地方
のクラブの例会運営というのは、夫婦の夜の営みのよう
に、「君の所はそんなことやっているの・・・？」というよう
な私などが考えもしなかったようなことを、さも当然のよ
うに平気でやっておられ、実に興味津々です。

皆さんも、何かついでの時にでも、地方クラブの例会で
メイクアップされることをお勧めします。

●先週の定例理事会で河内美香さんの入会が承認さ
れました。
●地区大会の選挙人に正副会長と幹事を登録しました。

会長報告会長報告会長報告会長報告

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告



他ロータリークラブへメーキャップをされ、やむを得ず早退しなければならない時は、幹事やSAAの一言前もってお断
りするのがエチケットです。ご協力ください。

クラブ会報委員会 委員長土井通誉 ： 副委員長本山茂夫 ： 委員 穐好幸男 ： 山内良輝 ： 鬼倉潔

「掘り下げると「掘り下げると「掘り下げると「掘り下げると そこに次のそこに次のそこに次のそこに次の
次元がある。」次元がある。」次元がある。」次元がある。」

（有）アルハンブラ（有）アルハンブラ（有）アルハンブラ（有）アルハンブラ
社長社長社長社長 石井石井石井石井 裕裕裕裕 様様様様

卓 話

●新世代奉仕委員会の名称は青少年奉仕委員会に変
更されましたので、変えます。
●クラブ定款が新しくなりましたので 全会員分と新会
員分を合わせて変えます。
●ロータリー手帳の申込表を回しますのでご記入下さ
い。
●地区大会の出欠、およびリハーサル日（４月１１日）の
持ち出し例会についても出欠の返事を事務局までお知
らせ下さい。

●本日例会終了後、次期理事会を開催します。
次期理事会構成員はご出席下さい。

●２月２１（金）１４時、地区大会事務局にて、大会責任
者会議を開催します。関係者はご出席下さい。
穴井ガバナーも出席します。
●4月11日開催の親睦ゴルフ大会の参加申し込み人数
は現在139名です。
●例会終了後、手提げ袋のデザインを決めますので関
係者はご出席下さい。
●大会当日のお昼に1500名を超える参加者にお弁当
とお茶を提供しなければなりません。たつ美会を中心に
そのお手伝いをして頂きたく、２月２８日（金）１５時、
「美・フレッチェ」にて、説明会をする旨、ご参加をお願い
しましたが、5名しか応募がありません。
まだ出欠の返事が無い方は是非ご出席下さい。
アクトの皆さんにもお手伝いいただきますが、皆さんの
会社の社員の方にもお願い致します。

＜親睦委員会＞＜親睦委員会＞＜親睦委員会＞＜親睦委員会＞

＜例会委員会＞＜例会委員会＞＜例会委員会＞＜例会委員会＞

【【【【スマイル箱スマイル箱スマイル箱スマイル箱】】】】 ありがとうございました！ありがとうございました！ありがとうございました！ありがとうございました！

穐好穐好穐好穐好 幸男君幸男君幸男君幸男君 癌の摘出手術が成功し、退院
することができました。

高本高本高本高本 佳一君佳一君佳一君佳一君 竹田さんお世話になりました。
松尾松尾松尾松尾 幸靜君幸靜君幸靜君幸靜君 手島さん、バレンタインのチョコ

レート美味しかったです。
福迫福迫福迫福迫 隆君隆君隆君隆君 先週バッジを持ち帰り今日

持ってくるのを忘れました。
穐好穐好穐好穐好 幸男君幸男君幸男君幸男君 松藤松藤松藤松藤 浩君浩君浩君浩君 中島中島中島中島 勝利君勝利君勝利君勝利君

誕生祝いありがとう。
前田前田前田前田 嘉秋君嘉秋君嘉秋君嘉秋君 平田平田平田平田 文夫君文夫君文夫君文夫君

早退します。

累計 ６０２，０００円 達成率 ４６．３％

スマイル箱目標額 １，３００，０００円

合 計 ２４，０００円

＜ローターアクト委員会＞＜ローターアクト委員会＞＜ローターアクト委員会＞＜ローターアクト委員会＞
●３月２日博多駅マイング広場にてバザー
を開催いたします。賞品、商品券、ビール
券、ニコニコのつもりで現金など、ご提供を
お願い致します。例会にお持ちいただくか、
ご連絡いただければ受取に参ります。

お誕生日おめでとうお誕生日おめでとうお誕生日おめでとうお誕生日おめでとう
丸山丸山丸山丸山 文夫君（文夫君（文夫君（文夫君（6日）日）日）日） 原田原田原田原田 実樹宜君（実樹宜君（実樹宜君（実樹宜君（8日）日）日）日）

毛利毛利毛利毛利 泰介君（泰介君（泰介君（泰介君（12日）日）日）日） 木下木下木下木下 敏之君（敏之君（敏之君（敏之君（12日）日）日）日）

中島中島中島中島 正勝君（正勝君（正勝君（正勝君（18日）日）日）日） 山川山川山川山川 正翁君（正翁君（正翁君（正翁君（20日）日）日）日）

松藤松藤松藤松藤 浩君（浩君（浩君（浩君（21日）日）日）日）

舞鶴公園の梅舞鶴公園の梅舞鶴公園の梅舞鶴公園の梅（２月１６日撮影）

副幹事報告副幹事報告副幹事報告副幹事報告

地区大会報告地区大会報告地区大会報告地区大会報告

各委員会報告各委員会報告各委員会報告各委員会報告


