
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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2013～2014年度
国際ロータリーのテーマ

平成２６年４月２５日平成２６年４月２５日平成２６年４月２５日平成２６年４月２５日 No．３８．３８．３８．３８

■■■■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

●誕生祝

●卓話

『皿を割ったら、くまもんが～
「くまもん」にみるブランド戦略と蒲島県政』

熊本県福岡事務所
所長 満原 裕治様

■■■■前回例会の記録（４月１８日）前回例会の記録（４月１８日）前回例会の記録（４月１８日）前回例会の記録（４月１８日）

◇出席報告 出席委員長

当当当当 日日日日 ４月１８日４月１８日４月１８日４月１８日 前前前前 々々々々 回回回回 ４月４日４月４日４月４日４月４日

会員総数 ７１名

免除会員数（1８名中） １０名

出席会員数 ３０名

ゲ ス ト １名

ビ ジ タ ー １名

合 計 ４２名

出 席 率 ６３．４９％

会員総数 ７１名

免除会員数(1８名中）１２名

出席会員数 ４１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％

●花は咲く / 菅野よう子

●岬めぐり / 山本厚太郎

●私を泣かせて下さい / ヘンデル

●カスバの女 / 久我山 明

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ための例会変更

１２１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地区地区大会一日目」

福岡国際会議場３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（金）「大会二日目」９時開会：福岡国際会議場
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●地区大会お疲れ様でした｡一番前の席で見ていましたが､
いい大会だったなぁと思っています｡日曜日の穴井ガバナー
による点鐘の後､玄関でお礼の御挨拶の時もたくさんの方が
来られて､素晴らしかったとか手作りの感じがして良かったな
どと言われていました､出席要請に行った筑後や田川の幹事
の方達などはもっとたくさん連れて来れば良かったと言われ
ていました｡会長になった時は､そう感じてはいなかったので
すが､本当に良い時に会長になってありがたいです､皆様に
感謝しています｡

●今から146年前､1868年4月19日にポール･ハリスが誕生さ
れています｡彼が生れたおかげで我々がこうやって知りあえ
たりできたのかなぁと思います｡

●地区大会にて､個人表彰は､永年皆勤30年の田中雄二会
員､クラブでは当クラブが出席優秀クラブ(98.82%)第3位､
ロータリー財団寄付総額優秀クラブ第4位の表彰をいただき
ました｡

会長報告会長報告会長報告会長報告

●5月2日(金)の例会は定款第6条第1節Cにより｢休会｣としま
す｡

●5月9日(金）例会終了後､定例理事会を開催しますので､理
事会構成員は出席ください｡

●4月4日に開催された理事会報告
1.新会員候補の川崎勝彦さんは､入会審査中です｡
2.1ヶ月以上の病気欠席の場合､規定により見舞い金が支給
されます｡穐好さん､田中里美さんに支給いたします｡
3.森野さんからの100万円は､地区大会打上げ会費用として､
浅野会長･福迫委員長に一任いたします｡
4.ロータリー財団での寄付の件ですが､現在､福岡社会福祉
協議会の推薦を受けまして､施設との間で必要な手続きを進
めています｡

■次々回卓話（５月９日）予定■次々回卓話（５月９日）予定■次々回卓話（５月９日）予定■次々回卓話（５月９日）予定

「岡垣町の企業誘致」

岡垣町産業振興課
主幹 阿部 孝二様

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告

■次回卓話（５月２日）予定■次回卓話（５月２日）予定■次回卓話（５月２日）予定■次回卓話（５月２日）予定

「休 会」 定款第６条第１節Ｃにより



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 ７６１，６７３円 達成率 ５８．５％

スマイル箱目標額 １，３００，０００円

合 計 ３３，０００円

地区大会が終わって･･･福迫実行委員長地区大会が終わって･･･福迫実行委員長地区大会が終わって･･･福迫実行委員長地区大会が終わって･･･福迫実行委員長

5.RIの定款が変更になりましたので､当クラブ定款も変
更します｡ロータリー情報委員会を中心に着手します｡

●おかげ様で無事に終わりました。ただ､1年半の準備期
間を経て､12日･13日の二日間で終わったので惜しいよう
な､もう少し延びても良い様な気持です｡

浅野会長も言われましたが､私の知人達も心から褒めて
くださいました｡

●尚､本日例会終了後に総括の委員長会議を開催します､
副委員長も時間の許す方は､出席ください｡

●大会事務局は､4月末をもって閉じます｡事務所には機
材がありますが､リースのコピー機以外は買取り分です､
どなたか自分の会社等で使いたい方がいれば､松尾事務
局長にご相談ください｡無償でとは言えませんが､ニコニコ
箱への寄付をお願いします｡

●打上げの件5月9日(金)はいかがかと考えております｡
当クラブ会員とご協力いただいたご家族､会社の方､ロー
タアクトのメンバーで開催したいと思います｡

博多クラブとは合同の反省会を責任者のみで､別の機会
に行おうと思います｡

●15日にはRI会長代理ラタクルさんをお見送りしました
が､非常に喜んで帰途につかれました｡
皆様に宜しくとの事でした｡

「九州オルレについて」「九州オルレについて」「九州オルレについて」「九州オルレについて」

九州観光推進機構九州観光推進機構九州観光推進機構九州観光推進機構
事業本部長事業本部長事業本部長事業本部長 高橋高橋高橋高橋誠誠誠誠 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

小峰小峰小峰小峰恵美子さん（故恵美子さん（故恵美子さん（故恵美子さん（故小峰会員夫人）小峰会員夫人）小峰会員夫人）小峰会員夫人）

安さん共々大変お世話になりました。

中島中島中島中島正勝正勝正勝正勝君君君君 地区大会実行委員の皆様､ありがとうござい
ました。

福迫福迫福迫福迫隆隆隆隆 君君君君 地区大会は､無事に終わりました､皆様のご
努力､ご協力に感謝します｡

濱野濱野濱野濱野良彦良彦良彦良彦君君君君 地区大会では会員の皆様のご協力に感謝
いたします｡

若僧会若僧会若僧会若僧会

4月20日（日）、ソラリア西鉄ホテルにて､｢田中浩君の結婚を祝う
会｣ に若僧会のメンバーが参加しました｡田中浩君は若僧会の
創立発起人です､再婚だからか､リラックスした愉快なムードのま
ことに羨ましいお二人でした｡おめでとうございます｡

副幹事報告副幹事報告副幹事報告副幹事報告

●5月10日(土)13時よりアクロス福岡にて第2700地区
地区研修･協議会が開催されます｡既に義務出席者の
方には案内状を配布の上登録済ですので､当日はお忘
れなくご出席下さい｡

●5月16日(金)例会終了後､次期クラブ協議会を開催し
ますので､次年度理事･役員･各委員長は､3階王朝の間
にお集まりください｡

浅野浅野浅野浅野秀樹秀樹秀樹秀樹君君君君 地区大会御苦労様でした､お陰でみんなから
誉められました。お心遣いありがとうございま
した。

田中田中田中田中雄二雄二雄二雄二君君君君 濱野さん本当にお疲れ様でした。
30年皆勤賞ありがとう御座いました｡

宮野宮野宮野宮野祐輔祐輔祐輔祐輔君君君君 地区大会お疲れ様でした｡良い大会だったと
思います｡ハーモニカの皆さん､素敵な演奏を
ありがとうございました｡本日は､第4グループの
会長幹事会が対馬でありますので早退します。

清清清清原一貴原一貴原一貴原一貴君君君君 地区大会お疲れ様でした｡
息子が東京大学と東京農業大学に入学しまし
た｡家内と二人の生活になり会話が心配です｡

的野的野的野的野良次良次良次良次君君君君 徳永さんありがとうございます｡

古賀古賀古賀古賀恭介恭介恭介恭介君君君君、竹内竹内竹内竹内國廣國廣國廣國廣君君君君
早退します｡


