
福岡東南ロータリークラブ

週報
会 長

副会長

幹 事

創創創創 立立立立 ／／／／ 昭和 ４５年 ２月 ６日

事事事事 務務務務 所所所所 ／／／／ 福岡市博多区博多駅東２丁目１の１博多都ホテル内

ＴＥＬ ０９２（４７２）３３７７ ＦＡＸ ０９２（４７２）３３８２

Ｅ－ｍａｉｌ：ftonanrc@tempo.ocn.ne.jp
HP : http//:fukuoka-serc.org
例例例例 会会会会 場場場場 ／／／／ 博多都ホテル ＴＥＬ ４４１－３１１１

例例例例 会会会会 日日日日 ／／／／ 毎週金曜日 １２：３０

２０１３～２０１４年度国際ロータリー会長２０１３～２０１４年度国際ロータリー会長２０１３～２０１４年度国際ロータリー会長２０１３～２０１４年度国際ロータリー会長

ロンＤ．バートンロンＤ．バートンロンＤ．バートンロンＤ．バートン

今
月

の
行
事

四
つ
の
テ
ス
ト

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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■■■■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

●君が代

●ロータリーソング（それでこそロータリー）

●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

「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

■■■■次回卓話（３月１４日）予定次回卓話（３月１４日）予定次回卓話（３月１４日）予定次回卓話（３月１４日）予定

「イニシエーション・スピーチ」

３月１４日入会予定

河内 美香様

■■■■前回例会の記録（２月２８日）前回例会の記録（２月２８日）前回例会の記録（２月２８日）前回例会の記録（２月２８日）

◇出席報告 出席委員長

当当当当 日日日日 ２月２８日２月２８日２月２８日２月２８日 前前前前 々々々々 回回回回 ２月１４日２月１４日２月１４日２月１４日

会員総数 ７１名

免除会員数（1６名中） ８名

出席会員数 ３８名

ゲ ス ト ０名

ビ ジ タ ー ８名

合 計 ５４名

出 席 率 ７３．０２％

会員総数 ７１名

免除会員数(1６名中）１１名

出席会員数 ４８名

メークアップ ７名

欠席会員数 ０名

合 計 ６６名

修正出席率 １００％

●すみれの花の咲く頃

●なごり雪 / 伊勢正三
●高校三年生
●ます / シューベルト
●時の踊り / ポンキュリ

識字率向上月間識字率向上月間識字率向上月間識字率向上月間
７日（金）定例理事会

８日（土）「第４グループＩＭ」１３時福岡国際会議場

１３日（木）第３回ゴルフ例会８時５６分：太宰府ＧＣ

１４日（金）誕生祝

１５日（土）「ＰＥＴＳ」１３時～ステーションホテル小倉４Ｆ

２１日（金）「休会」祝日につき

２８日（金）「ＲＣ・ＲＡＣ合同夜間例会」１８時３０分

福新楼

世界ローターアクト週間：１３日を含む１週間

ピ
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●先週、地区の世界社会奉仕委員長の樋口さんに、当地

区が行っているネパールでの小学校建設支援活動の現状
を講演していただきました。

実は１０年前、私も妻とその視察旅行に同行させていただ
きました。私がネパールで驚いたのは、「美人」の基準でし
た。あちらでの美人の条件は、肉付きの良い大きなお腹を
していることでした。

たまたま、私たちが宿泊しているホテルで結婚式をしてい
ましたが、裕福そうな女性達がみんなベリーダンスで着用
するような正装をして、これ見よがしにふくよかなお腹を出
しておられました。現地のロータリアンの話では、スカート
の上に肉が盛り上がっているような女性が最高に素晴らし
いとのことでした。

●久しぶりに靖国裁判のお話です。平成元年の４月に転
勤で福岡に戻り、この訴訟を担当することになりました。

６月頃、初めてのこの事件の法廷に立ち会いましたが、法
廷の雰囲気が外の裁判とまるきり異なるのに驚きました。
満席の傍聴人達は、何か芝居でも見に来た観客のような
感じで、他の法廷のようなピーンと張り詰めたような雰囲
気がありませんでした。多分に裁判長の人柄によるものと
思います。

私が担当する前の法廷では、帽子を着用した傍聴人の女
性と裁判長とが論争したそうです。法廷の入り口には、「服
装を整え、はちまき、ゼッケン、たすき、腕章その他これに
類するものを着用してはならない」と書かれた看板があり
ますが、「帽子」が記載されていなかったことから議論に
なったようです。怒って法廷を退出したこの女性が記者の
取材を受け、マスコミで大きく報道されたことから、当時話
題となりました。

会長報告会長報告会長報告会長報告



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

「地区大会について」「地区大会について」「地区大会について」「地区大会について」

ＲＩ第２７００地区ＲＩ第２７００地区ＲＩ第２７００地区ＲＩ第２７００地区 地区大会地区大会地区大会地区大会

実行委員長実行委員長実行委員長実行委員長 福迫福迫福迫福迫 隆会員隆会員隆会員隆会員

卓 話

● 3月のロータリーレートは2月と同様1ドル102円と変更
ありません。

● 3月7日（金）例会終了後、定例理事会を開催しますの
で理事構成員のかたは出席ください。

● 3月8日（土）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、当日
出席義務者になっている方には本日再度プログラムを配
布しておりますのでお忘れなくご出席下さい。

● 3月28日（金）の例会はロータリーとアクトとの合同夜
間例会のためお昼の例会を18時30分、福新楼に変更し
て開催致します。当日欠席の方はメークアップをお願い
致します。

● 4月11日（金）の例会は地区大会リハーサルの為、12
時30分に福岡国際会議場にて開催致しますので、準備
の都合がございますので必ず出欠の返事をお願い致し
ます。尚、当日欠席の方はメークアップをお願い致します。

● 4月12日（土）・13日（日）の地区大会は全会員の強力
が必要です。

＜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！
徳山東ＲＣ
田中田中田中田中 啓介様啓介様啓介様啓介様 磯本さんに逢いに来ました。

本日はメークアップ大変お世話に
なります。

宮野宮野宮野宮野 祐輔君祐輔君祐輔君祐輔君 長谷川さん、矢頭さん出演の映画
を中洲大洋で見ました。
お二人は往年のユル・ブリンナー
とジェーン・アリソンみたいでした。
C・Dテーブル会、楽しく過ごさせ
ていただきました。不思議なお
店ですね。幹事さんおつかれ様
でした。

毛利毛利毛利毛利 泰介君泰介君泰介君泰介君 的野先生、昨日はお世話になり
ました。

濱野濱野濱野濱野 良彦君良彦君良彦君良彦君 他他他他9名名名名
C・Dテーブル会楽しかったです。

前田前田前田前田 嘉秋君嘉秋君嘉秋君嘉秋君 早退します。

中村中村中村中村 勇治君勇治君勇治君勇治君 メークアップが続きました。

累計 ６２９，５００円 達成率 ４８．４％

スマイル箱目標額 １，３００，０００円

合 計 １５，５００円

各委員会報告各委員会報告各委員会報告各委員会報告

テーブル会テーブル会テーブル会テーブル会

●地区大会まで残り6週間です。最後の踏ん張りをお
願いしたいと思います。現在のテーブルは各委員会ご
とにしていますので、テーブル会では地区大会の話を
お願いします。

●各クラブへの登録締め切りは今日までですが、まだ
500名強です。まだ返事のないクラブが多く、3月10日
に確定する予定です。3月10日からが準備の本番にな
ると思います。よろしくお願いします。
● 61クラブに案内をしに行きました。大川東RCだけ2
月に例会がありませんでしたので、3月11日に案内に
行く予定です。
●昨日、実行委員会15名で福岡国際会議場にて見
学会をしてきました。いくつか変更点もありました。
●パンフレットは現在、原稿、写真の入手をしており、
12日に間に合うよう急いでいるところです。
● 11日は移動例会にして、登録キットの袋詰めを皆さ
んに手伝ってもらう予定です。

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告

●本日、新しい手続要覧をお配りしています。816円を各
自ご負担ください。尚、おつりはスマイル箱に寄付にします。

２月２１日（金）、「加賀屋」にてＨ・Ｉテーブル会を開催しました。
浅野会長を含め１５名の参加で、オリジナル純米吟醸を堪
能し、会場設営委員会の結束を高めました。テーブルマス
ターの高本さん、池内さん、お世話になりました。


