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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４月１１日平成２６年４月１１日平成２６年４月１１日平成２６年４月１１日 No．３６．３６．３６．３６

■■■■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

「地区大会リハーサル」

１２時３０分 ： 福岡国際会議場

■■■■次回卓話（４月１８日）予定次回卓話（４月１８日）予定次回卓話（４月１８日）予定次回卓話（４月１８日）予定

「九州オルレについて」

九州観光推進機構
事業本部長 高橋 誠様

■■■■前回例会の記録（４月４日）前回例会の記録（４月４日）前回例会の記録（４月４日）前回例会の記録（４月４日）

◇出席報告 出席委員長

当当当当 日日日日 ４月４日４月４日４月４日４月４日 前前前前 々々々々 回回回回 ３月１４日３月１４日３月１４日３月１４日

会員総数 ７１名

免除会員数（1８名中） １２名

出席会員数 ４１名

ゲ ス ト ４名

ビ ジ タ ー ４名

合 計 ６１名

出 席 率 ８４．８５％

会員総数 ７１名

免除会員数(1８名中）１０名

出席会員数 ３８名

メークアップ １５名

欠席会員数 ０名

合 計 ６３名

修正出席率 １００％

●地区大会リハーサルの為

演奏曲目はありません。

雑誌月間雑誌月間雑誌月間雑誌月間
４日（金）誕生祝 定例理事会

１１日（金）地区大会リハーサルの為例会変更

１２時３０分：福岡国際会議場

※「ＲＩ第２７００地区大会親睦ゴルフ会」

１２日（土）「ＲＩ第２７００地区大会一日目」

福岡国際会議場 １３時開会

※「ＲＩ会長代理歓迎晩餐会」１８時３０分

西鉄グランドホテル

１３日（日）「大会二日目」９時開会福岡国際会議場
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会長報告会長報告会長報告会長報告

○いよいよ、地区大会まであと１週間となりました。みん
なで力を合わせて、成功裏に終わりたいと思います。好
評の靖国裁判物語は、地区大会が終わってからゆっくり
結末をお話ししたいと思います。

○２０１５～２０１６年度からの第2700地区第４グループ
ガバナー補佐を当クラブから選出することになっていま
す。そこで、元会長会に諮ったところ、坂本文比古会員
になっていただくことになりました。未来のガバナー候補
として坂本文比古会員に１年間頑張っていただきたいと
思います。

○米山記念奨学生のヨ・ジウォンさんへの奨学金の授
与と、3月14日入会の河内美香会員の紹介もありました。

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告

○3月7日に理事会があり、河内美香会員の入会が承認
され、所属は出席委員、カウンセラーは田中浩会員に決
まりました。

○現在、大下学さんと白岩孝啓さんの入会が推薦され
ており、本日の理事会で審議されます。

○片山健二郎会員の出席免除の申請が受理されました
が、ぜひこれからも出席してください。

○地区大会用のジャンパーは、当会の通常経費から処
理されることになりました。

○テーブルは、地区大会終了後も、委員会ごとの残務
処理がありますので、前期に引き続き、委員会別にしま
す。

○白水和博会員が残念ですが、退会されました。

○4月11日の例会は、12時30分に福岡国際会議場で開
催されます。



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

「ちはやふる」の世界「ちはやふる」の世界「ちはやふる」の世界「ちはやふる」の世界

一般社団法人全日本かるた協会一般社団法人全日本かるた協会一般社団法人全日本かるた協会一般社団法人全日本かるた協会

九州支部支部長九州支部支部長九州支部支部長九州支部支部長/九州かるた協会九州かるた協会九州かるた協会九州かるた協会

会会会会長長長長((((七段七段七段七段)))) 内内内内 川川川川 信信信信 幸幸幸幸 様様様様

累計 ７２８，６７３円 達成率 ５６．１％

スマイル箱目標額 １，３００，０００円

合 計 ４３，０００円

親睦委員親睦委員親睦委員親睦委員

○ついに地区大会まで、残り1週間となりました。11日は

親睦ゴルフ大会、12日と13日は地区大会本番です。

○本日配布のスケジュールと会場案内は、次回の例会

と地区大会では必ず持参して下さい。お客様を手抜かり

なくご案内するために必要だからです。

○12日は午前10時30分に集合、13日は午前7時30分に

集合です。

○ＲＩ会長代理の晩餐会を主催される博多ＲＣの松本様

と藤武様をご紹介します。

○4月の誕生祝は10名です。
池内比呂子君 ２日 財満 寛君 ６日
西原孝四郎君 ７日 磯本 昌章君 １０日
見元伊津子君 １０日 筒丸 貴行君 １０日
仲島 英二君 １９日 長 明君 ２１日
中村 次郎君 ２７日 山内 良輝君 ３０日

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。

博多ＲＣ博多ＲＣ博多ＲＣ博多ＲＣ 松本松本松本松本 大三郎様大三郎様大三郎様大三郎様

本日、地区大会のお礼に参りました。本日、地区大会のお礼に参りました。本日、地区大会のお礼に参りました。本日、地区大会のお礼に参りました。

長長長長 明君、西原明君、西原明君、西原明君、西原 孝四郎君、仲島孝四郎君、仲島孝四郎君、仲島孝四郎君、仲島 英二君、片山英二君、片山英二君、片山英二君、片山 健二郎君、健二郎君、健二郎君、健二郎君、
中村中村中村中村 次郎君、財満次郎君、財満次郎君、財満次郎君、財満 寛君、見元寛君、見元寛君、見元寛君、見元 伊津子君、山内伊津子君、山内伊津子君、山内伊津子君、山内 良輝君良輝君良輝君良輝君

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 祐輔君祐輔君祐輔君祐輔君 例会は一度欠席しただけですが、休会、例会は一度欠席しただけですが、休会、例会は一度欠席しただけですが、休会、例会は一度欠席しただけですが、休会、
夜間例会と続いたので、ほぼ夜間例会と続いたので、ほぼ夜間例会と続いたので、ほぼ夜間例会と続いたので、ほぼ1111ケ月ぶりにケ月ぶりにケ月ぶりにケ月ぶりに
なりました。いささか古くなりますが、Ｅ・なりました。いささか古くなりますが、Ｅ・なりました。いささか古くなりますが、Ｅ・なりました。いささか古くなりますが、Ｅ・
Ｆ・Ｇテーブル会お世話になりました。Ｆ・Ｇテーブル会お世話になりました。Ｆ・Ｇテーブル会お世話になりました。Ｆ・Ｇテーブル会お世話になりました。
合同例会は、図らずも最後の福新楼を楽合同例会は、図らずも最後の福新楼を楽合同例会は、図らずも最後の福新楼を楽合同例会は、図らずも最後の福新楼を楽
しませていただきました。ご苦労様でした。しませていただきました。ご苦労様でした。しませていただきました。ご苦労様でした。しませていただきました。ご苦労様でした。

的野的野的野的野 良次君良次君良次君良次君 徳永さん、お心遣いありがとうございます。徳永さん、お心遣いありがとうございます。徳永さん、お心遣いありがとうございます。徳永さん、お心遣いありがとうございます。
やっとお爺ちゃんになりました。やっとお爺ちゃんになりました。やっとお爺ちゃんになりました。やっとお爺ちゃんになりました。

松尾松尾松尾松尾 幸靜君幸靜君幸靜君幸靜君 いよいよ地区大会です。いよいよ地区大会です。いよいよ地区大会です。いよいよ地区大会です。2222日目は朝も早い日目は朝も早い日目は朝も早い日目は朝も早い
ですが、朝食も用意します。ご協力よろしくですが、朝食も用意します。ご協力よろしくですが、朝食も用意します。ご協力よろしくですが、朝食も用意します。ご協力よろしく
お願い致します。お願い致します。お願い致します。お願い致します。

松尾松尾松尾松尾 新吾君、中村新吾君、中村新吾君、中村新吾君、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。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。

穐穐穐穐 好幸男君、田中好幸男君、田中好幸男君、田中好幸男君、田中 浩君浩君浩君浩君 早退します。早退します。早退します。早退します。

卓卓卓卓 話話話話

10年連続かるたクイーンの楠木早紀さんの育ての親で
す。かるたのルールでは、多く取った方が勝つわけでは
なく、自分のかるたが早くなくなった方が勝つそうです。
したがって、相手がお手つきを繰り返すと、自分は1枚も
取らなくても勝つという面白いお話を伺いました。

地区大会実行委員会報告地区大会実行委員会報告地区大会実行委員会報告地区大会実行委員会報告


