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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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2013～2014年度
国際ロータリーのテーマ

平成２６年３月１４日平成２６年３月１４日平成２６年３月１４日平成２６年３月１４日 No．３３．３３．３３．３３

■■■■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（四つのテスト）

●会長の時間 ゲスト･ビジター紹介

●会務報告

●各委員会報告

●誕生祝

●卓話

「イニシエーション・スピーチ」

新会員 河内美香さん

■■■■次回卓話（３月２１日）予定次回卓話（３月２１日）予定次回卓話（３月２１日）予定次回卓話（３月２１日）予定

「休 会」祝日につき

■■■■前回例会の記録（３月７日）前回例会の記録（３月７日）前回例会の記録（３月７日）前回例会の記録（３月７日）

◇出席報告 出席委員長

当当当当 日日日日 ３月７日３月７日３月７日３月７日 前前前前 々々々々 回回回回 ２月２１日２月２１日２月２１日２月２１日

会員総数 ７１名

免除会員数（1６名中） １１名

出席会員数 ３８名

ゲ ス ト ４名

ビ ジ タ ー ４名

合 計 ５７名

出 席 率 ７４．２４％

会員総数 ７１名

免除会員数(1６名中）１１名

出席会員数 ３９名

メークアップ １４名

欠席会員数 ２名

合 計 ６６名

修正出席率 ９６．９７％

●アイネ・クライネ・ナハト・ムジーク
/ モーツァルト

●２２才の別れ / 伊勢正三
●さくら / 森山直太朗
●ロミオとジュリエット

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

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
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●最高裁の長官が交替しました。新しく長官になった寺田逸
男氏は、私より３期上ですが、ユーモアのセンスたっぷりの面
白い人です。私が新任のころは、父親の寺田治郎氏が長官
でしたので、親子二代で長官に就任されたことになります。前
代未聞のことです。新長官は、裁判官出身といっても、３０年
間ほど法務省に出向して、法案を作成したり、司法改革など
に携わっていた人です。

●ところで、気になる長官の給料ですが、月２００万円くらいで
す。衆参議員の議長、内閣総理大臣とほぼ同額です。高裁
の長官や検事総長が１６０万円、高裁の裁判長や地裁の所
長が１００万円程度です。裁判官は、「特別職国家公務員」と
いうことで他の公務員と比較して最も給料が高いのですが、
交際費などがありません。しかも、修習生や書記官などを連
れて飲みに行くことも多く、若い頃、私の妻などは、毎月５００
０円貯金するのがやっとでした。

●靖国訴訟シリーズは､次回最終話となります｡

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

●本日、7日（金）例会終了後、定例理事会を開催しますので
理事会構成員の方は出席ください。

●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28日の例会にてプログラムを配布し
ておりますのでお忘れなくご出席ください。

●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。

■次々回卓話（３月２８日）予定■次々回卓話（３月２８日）予定■次々回卓話（３月２８日）予定■次々回卓話（３月２８日）予定

「福岡東南ＲＣ・ＲＡＣとの合同夜間例会」

１８時３０分：福新楼

（お昼の例会を変更して開催します）

●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しますので、準備の都合があ
りますので必ず出欠の返事をお願い致します。当日欠席の方
はメークアップをお願いします。

●4月12日（土）・13日（日）の地区大会は全会員の協力が必
要です。



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

卓 話

累計 ６５３，２０９円 達成率 ５０．２％

スマイル箱目標額 １，３００，０００円

合 計 ２３，７０９円

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

●3月14日（金）14時より地区大会事務局にて責任者会
議を開催しますので正副委員長は出席ください。

●2月28日付けの登録は1250名、晩餐会出席は155名、
ゴルフ参加201名となっています。

●米山ホームカミングは、韓国で教授となられた安先生
が講演されます、前日は食事会を予定しています。

●青少年奉仕委員会
第33回ライラセミナーが6月7日（土）～8日（日）（受付
10：00 開会11：00）に開催されます。本年度のテーマ
は「大切な人生を如何に生きるか！」講師は的場亮氏
登録料 青少年参加者2,000円、ロータリアン8,000円で
す、ロータリアンの会社で働く社員の方や家族・知人の
参加をお願いします。

●ローターアクト委員会（福岡東南ＲＡＣ）
3月3日のバザーへの協力ありがとうございました。
目標金額を前年度の20万円としていましたが、24万円
も売上る事ができました。活動資金やひまわり園への
寄付に充てたいと思います。（ロータアクト古木副幹事）

「池島炭鉱を防災研修センターに」「池島炭鉱を防災研修センターに」「池島炭鉱を防災研修センターに」「池島炭鉱を防災研修センターに」

九州大学九州大学九州大学九州大学
名誉教授名誉教授名誉教授名誉教授 森森森森 祐行祐行祐行祐行 様様様様

スマイルボックススマイルボックススマイルボックススマイルボックス

浅野浅野浅野浅野 秀樹君秀樹君秀樹君秀樹君 北井さん・丸山さん、テーブル会お世話
になりました。最高の料理とワインでした。
徳永さん陣中見舞いありがとうございまし
た。妻の大好物のお菓子です。

宮野宮野宮野宮野 祐輔君祐輔君祐輔君祐輔君 木下さんテレビ番組での西鉄バスへの暖
かいお言葉ありがとうございました。
ワイン会ならびにＢテーブル会、楽しく過
させていただきました。北井さんありがとう
ございました。丸山さん本当に帳尻は合って
ますか、ご馳走様でした。

山川山川山川山川 正翁君正翁君正翁君正翁君 誕生日祝いありがとう。

穐好穐好穐好穐好 幸男君幸男君幸男君幸男君 メークアップが続きました。

的野的野的野的野 良次君良次君良次君良次君 徳永さんお気遣いありがとうございます。
ワイン会ドタキャンすいませんでした。

井上井上井上井上 正君正君正君正君 ワインと和食料理のコラボ、さすが丸山総
支配人、楽しかったです。

ワイン同好会ワイン同好会ワイン同好会ワイン同好会 お釣りニコニコします。

見元伊津子君見元伊津子君見元伊津子君見元伊津子君 早退します。

２月２８日都ホテル「四季亭」にて第２回ワイン同好会とＢテーブ
ル会が合同で開催されました。発泡酒「プロセッコ」で乾杯し、会
席料理と和食に合うイタリアワイン３種類を北井さんの解説を聞
きながら堪能し、前回にもまして大盛り上がりとなりました。また、
今回も丸山さんには格別のご配慮をいただき、ありがとうござい
ました。（土井）

テーブル会テーブル会テーブル会テーブル会

３月７日（金）、「博多鷹勝」において、ＥＧＦ合同テーブル会を浅野
会長、宮野幹事にもご参加をいただき開催しました。今回は中島
行事委員長を中心に、地区大会成功に向けた気合い合わせを目
的に、１２名で大いに盛り上がりました。松藤会員からは前回の
地区大会の貴重な経験談も披露され、さらに中島委員長の〆の
挨拶で、メンバーの意識が一つになりました。（報告者 加賀会員）


