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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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国際ロータリーのテーマ

平成２６年５月９日平成２６年５月９日平成２６年５月９日平成２６年５月９日 No．３９．３９．３９．３９

■■■■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

「岡垣町の企業誘致」

岡垣町産業振興課

主幹 阿部 孝二様

■■■■次回卓話（５月１６日）予定次回卓話（５月１６日）予定次回卓話（５月１６日）予定次回卓話（５月１６日）予定

「お花はシーンに応じてお洒落に使いましょう」

（有）日髙農園

代表取締役 日髙 輝富様

■■■■前回例会の記録（４月２５日）前回例会の記録（４月２５日）前回例会の記録（４月２５日）前回例会の記録（４月２５日）

◇出席報告 出席委員長

当当当当 日日日日 ４月２５日４月２５日４月２５日４月２５日 前前前前 々々々々 回回回回 ４月１１日４月１１日４月１１日４月１１日

会員総数 ７１名

免除会員数（1８名中） １２名

出席会員数 ３８名

ゲ ス ト ２名

ビ ジ タ ー ６名

合 計 ５８名

出 席 率 ７６．９２％

会員総数 ７１名

免除会員数(1８名中）１３名

出席会員数 ４１名

メークアップ １２名

欠席会員数 ０名

合 計 ６６名

修正出席率 １００％

●田園交響曲より / ベートーヴェン
●酒とバラの日々

●カタリカタリ / カルディロ
●夢の中へ / 井上陽水
● カスバの女 / 久我山 明

２日（金）「休会」定款第６条第１節Ｃより

９日（金）定例理事会（例会終了後）

「地区大会打上げ」

１８時３０分 ３階 孔雀の間

１０日（土）「地区研修・協議会」

１３時：アクロス福岡

１６日（金）誕生祝

「次期クラブ協議会」：例会終了後

３階王朝の間

ピ
ア
ノ
演

奏
曲

●朝早起きしますとマウンテンバイクに乗って室見川の河
川敷を１０キロほど走っています。
夜明けから散歩しているお年寄りがたくさんいて、ごみを
拾いながら歩いている感心な人もいます。
その中で大きな袋と長いトングを持って本格的にゴミを
拾っている方がいました。以前はよくお見かけしていたの
に最近お会いしていないので、ご病気でもしたのかなと
思っていました。ところが火曜日に見つけたので自転車で
近づいてお顔を見たら…穴井ガバナーでした。

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

穴井ガバナー挨拶穴井ガバナー挨拶穴井ガバナー挨拶穴井ガバナー挨拶

●先週火曜日に室見川河川敷で浅野会長にお会いしまし
た。地区大会を一緒にやったせいか、自分のクラブの会員
以上の親しみを覚えて立ち話をしました。
●先日の地区大会は多くの皆さんのご協力によって、無
事終えることができました。中でもホストクラブである福岡
東南の福迫大会実行委員長をはじめ、会員の皆さんには
大変お世話になりました。
●ホストクラブをお願いしておきながら、いろいろ口出しを
して福迫委員長にはうるさがられたことと思いますが、お
互いに意見を出してよい大会にしたい気持ちからでした。
●ポリオ撲滅の映画（ラタクル氏の希望で持ち帰られまし
た。）や、外部からの講演、ハーモニカフレンズの迫力ある
演奏、円滑な司会進行などについて同期のガバナー達か
ら非常に高い評価をいただきました。
●おかげで、博多と東南が一歩進んだ親戚付き合いがで
きる関係になったなと感じています。

●５月７日のワイン同好会、９日の地区大会打ち上げにつ
いて出欠表を回覧いたします。

●５月２日は休会、９日は例会終了後、定例理事会があり
ますので理事会構成員はご出席ください。



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

『『『『皿を割ったらくまモンが～皿を割ったらくまモンが～皿を割ったらくまモンが～皿を割ったらくまモンが～
「くまモン」にみるブランド戦略と「くまモン」にみるブランド戦略と「くまモン」にみるブランド戦略と「くまモン」にみるブランド戦略と
椛島県政椛島県政椛島県政椛島県政』』』』

熊本県福岡事務所熊本県福岡事務所熊本県福岡事務所熊本県福岡事務所
所長所長所長所長 満原満原満原満原 裕治裕治裕治裕治 様様様様

卓 話

●４月３０日をもって、大会事務局を解散します。
ついては３０日の１２時に事務局で解散式を行い、その
後、食事をいたしますので各委員長はお集まりください。

＜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！

浅野浅野浅野浅野 秀樹君秀樹君秀樹君秀樹君 穴井ガバナーよく、いらっしゃ
いました。

宮野宮野宮野宮野 祐輔君祐輔君祐輔君祐輔君 第4グループ会長幹事会で
対馬RCを訪問しました。
11人しかいなかった会員を
18人まで増やして、楽しく
やっていました。今がウニ
の初物シーズンです。
対馬へ行かれる時は対馬
RCをお訪ね下さい。

井上井上井上井上 正君正君正君正君 地区大会大変お世話になり、
無事終了できましたこと、
厚く御礼申し上げます。

田中田中田中田中 浩君浩君浩君浩君 4月20日に再婚のお祝いを
建築設計有志にして頂きま
した。

新納新納新納新納 洋君洋君洋君洋君 田中浩さん、おめでとうござ
いました。

清原清原清原清原 一貴君一貴君一貴君一貴君 仲島さん先日は大変お世話
になりました。
早退します。

石川石川石川石川 哲也君哲也君哲也君哲也君 矢頭さん先日は、ありが
とうございました。
早退します。

累計 ７８６，６７３円 達成率 ６０．５％

スマイル箱目標額 １，３００，０００円

合 計 ２５，０００円

ワイン同好会ワイン同好会ワイン同好会ワイン同好会

地区大会報告地区大会報告地区大会報告地区大会報告

●５月７日は第３回のワイン同好会です。
今回はブルーチーズがテーマです。現在１３名の参加
ですが、まだまだ参加可能です。奮ってご参加ください。

●皿を割るとは、割ってもいいから皿を洗え、失敗を
恐れずに行動を起こせということです。
これは椛島郁夫熊本県知事が私共職員を鼓舞すると
きの言葉です。
くまモンはこの言葉によって誕生しました。

●２０１１年３月九州新幹線全線開通を１００年に一度
のビッグチャンスと捉え、関西戦略（関西以西からの
誘客、企業誘致、県産品販路拡大）を開始し、大きな
期待を持ちました。しかし一方で、福岡などの都市圏
へのストロー効果に不安を持ちました。

●そこで「熊本サプライズ」を展開しました。天草出身
で映画「おくりびと」の脚本家の小山薫堂さんにコー
ディネートをお願いしました。そのなかでマスコットキャ
ラクターを作ることになり、くまモンが生まれました。

●川上峡官人橋付近を豪快に泳ぐ300匹の鯉のぼり。
向こう岸は、肥前国一宮として崇められる、與止日女
神社で、ご祭神は神功皇后の妹の與止日女命（よどひ
めのみこと）です。今年は建立1450年目にあたり、10
月には、式年大祭が催されます。（5月5日撮影）


