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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
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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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2013～2014年度
国際ロータリーのテーマ

平成２６年２月２８日平成２６年２月２８日平成２６年２月２８日平成２６年２月２８日 No．３１．３１．３１．３１

■■■■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

●ロータリーソング（２７００のマーチ）

●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

「地区大会について」

ＲＩ第２７００地区 地区大会

実行委員長 福迫 隆様

■■■■次回卓話（３月７日）予定次回卓話（３月７日）予定次回卓話（３月７日）予定次回卓話（３月７日）予定

「池島炭鉱を防災研修センターに」

九州大学

名誉教授 森 祐行様

■■■■前回例会の記録（２月２１日）前回例会の記録（２月２１日）前回例会の記録（２月２１日）前回例会の記録（２月２１日）

◇出席報告 出席委員長

当当当当 日日日日 ２月２１日２月２１日２月２１日２月２１日 前前前前 々々々々 回回回回 ２月７日２月７日２月７日２月７日

会員総数 ７１名

免除会員数（1６名中） １１名

出席会員数 ３９名

ゲ ス ト １名

ビ ジ タ ー １名

合 計 ５２名

出 席 率 ７８．７９％

会員総数 ７１名

免除会員数(1７名中）１０名

出席会員数 ４０名

メークアップ １４名

欠席会員数 ０名

合 計 ６５名

修正出席率 １００％

●早春賦 / 中田喜直
●交響曲第3番より / ブラームス
●学生街の喫茶店

/すぎやまこういち
●卒業写真 / 荒井由実

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
ア
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演
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会長報告会長報告会長報告会長報告

○地区大会への出席お願いのための2700地区の61クラ
ブ訪問は、今週で終わったとのことです。お忙しい中、
訪問に行かれた方々には、会員を代表して心から感謝
いたします。

○私も、水曜日の対馬ＲＣ訪問を最後に７カ所のＲＣを
訪問しました。どのクラブも暖かく迎えていただき、仕事
の合間の息抜きとしては最高でした。
対馬ＲＣ行きは、飛行機を利用しましたが、船や長崎か
らの飛行機が欠航するなど、荒天を衝いての、まさに
「決行」といった感じでした。空港に海から着陸する時は、
眼下に切り立った絶壁と荒れ狂う冬の海が迫り、大きく
左右に揺れながらも無事着陸したときは、思わず万歳を
叫びたくなりました。

○空港に着くと、わざわざ会長がお出迎えしていただき
ました。実は、昨年の８月、妻と対馬に遊びに行ったつ
いでにメーク・アップさせていただいていたのですが、当
時は１１名だった会員が、現在では１６名と大幅増員して
いました。７月に会長が就任以来、あちこち候補者を捜
して勧誘をされた結果とのことでした。

○また、この日、私が訪問する前までは、地区大会出席
者が４名だったのですが、押しの強そうな会長のお陰で、
いきなり４名増加し、合計８名出席していただくことになり
ました。「この悪天候の中を、わざわざホストクラブの会
長さんがここまでお願いに来られているのに、手ぶらで
帰すわけには行かんばい。」というひと言が絶大な威力
を発揮したようです。濃密な人間関係の上に成り立って
いる地方クラブの良さを噛みしめながら、帰りの飛行機
の中で、一人祝杯を上げました。



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

「国際奉仕活動について」「国際奉仕活動について」「国際奉仕活動について」「国際奉仕活動について」

ＲＩ第ＲＩ第ＲＩ第ＲＩ第2700地区地区地区地区
世界社会奉仕委員会世界社会奉仕委員会世界社会奉仕委員会世界社会奉仕委員会

委員委員委員委員 樋樋樋樋 口口口口 正正正正 孝孝孝孝 様様様様

累計 ６２０，０００円 達成率 ４７．７％

スマイル箱目標額 １，３００，０００円

合 計 １８，０００円

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

ワイン同好会ワイン同好会ワイン同好会ワイン同好会

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告

○2014～2015年度のロータリー手帳の申込みは、本
日で締め切ります。

○3月7日(金)の例会終了後、定例理事会を開催しま
すので、理事会構成員はご出席ください。

○3月8日(土)の第4グループインターシティ・ミーティン
グが13時より、福岡国際会議場にて開催されますの
で、出席義務者はお忘れなくご出席ください。

○4月11日(金)の例会は、現地で行います。来週の例
会で、現地例会の出欠を取ります。ご注意ください。

○4月12日(土)～13日(日)は、当クラブがホストとして
2700地区大会を開催します。会員は全員登録ですが、
当日の出欠は必ずご連絡ください。

○地区大会は全会員の協力が必要です。

○2014～2015年度の当クラブの理事・役員・委員の
一覧表を配布しています。各自ご確認ください。

○本日例会終了後の14時から地区大会事務局にて、
地区大会責任者会議を開催します。

○2月27日に福岡国際会議場の現地視察があります。

○2月28日(金)15時より、薬院の「美・フレッチェ」にて、
地区大会ご協力についての説明会があります。たつ
美会の皆様はご出席ください。また、要員が不足して
いますので、会員のお嬢様・スタッフの方も、ふるって
ご出席ください。

○2月28日(金)の夜、当都ホテルで、第2回ワイン同好
会が開かれます。今回のテーマは「和食に合うワイ
ン」です。

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】ありがとうございます。【スマイル箱】ありがとうございます。【スマイル箱】ありがとうございます。【スマイル箱】ありがとうございます。

片山健二郎君片山健二郎君片山健二郎君片山健二郎君 西日本華道連盟福岡支部のいけば西日本華道連盟福岡支部のいけば西日本華道連盟福岡支部のいけば西日本華道連盟福岡支部のいけば
な展が無事におわりました。な展が無事におわりました。な展が無事におわりました。な展が無事におわりました。

竹田倉太郎君竹田倉太郎君竹田倉太郎君竹田倉太郎君 徳永さん、先日は大変お世話になり徳永さん、先日は大変お世話になり徳永さん、先日は大変お世話になり徳永さん、先日は大変お世話になり

ました。ありがとうございました。ました。ありがとうございました。ました。ありがとうございました。ました。ありがとうございました。
福福福福 迫迫迫迫 隆君隆君隆君隆君 樋口さん、今日の卓話ありがとうご樋口さん、今日の卓話ありがとうご樋口さん、今日の卓話ありがとうご樋口さん、今日の卓話ありがとうご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。
丸山丸山丸山丸山 文夫君、毛利文夫君、毛利文夫君、毛利文夫君、毛利 泰介君泰介君泰介君泰介君

誕生祝いありがとう。誕生祝いありがとう。誕生祝いありがとう。誕生祝いありがとう。

宮野宮野宮野宮野 祐輔君、池内比呂子君、新納祐輔君、池内比呂子君、新納祐輔君、池内比呂子君、新納祐輔君、池内比呂子君、新納 洋君、水内洋君、水内洋君、水内洋君、水内 健雄君健雄君健雄君健雄君
早退します。早退します。早退します。早退します。

山内山内山内山内 良輝君良輝君良輝君良輝君 メークアップが続きました。メークアップが続きました。メークアップが続きました。メークアップが続きました。

○東京銀座ＲＣから3週連続でメークアップの常磐津
文字兵衛様がいらっしゃっています。
歌舞伎の観劇だそうです。

卓卓卓卓 話話話話

テーブル会テーブル会テーブル会テーブル会

2013年2月9日にネパールの学校を訪問した時のお話が
ありました。電気は1日に10時間しか通じていないので、
暗い部屋でロータリーの例会があったそうです。

＜例会委員会＞＜例会委員会＞＜例会委員会＞＜例会委員会＞

２月２１日（金） Ｃ・Ｄテーブル会を宮野幹事出席のもと、10
名の参加により行いました。今回は、地区大会を成功すべき
濱野総務渉外委員長中心に議論を重ねました。

一木庵の美味しいお酒と水炊のおかげで、大いに盛り上がり
ました。 報告者 財満 寛


