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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１６日平成２６年５月１６日平成２６年５月１６日平成２６年５月１６日 No．４０．４０．４０．４０

■■■■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

「お花はシーンに応じてお洒落につかいましょう」

（有）日髙農園

代表取締役 日髙 輝富様

■■■■次回卓話（５月２３日）予定次回卓話（５月２３日）予定次回卓話（５月２３日）予定次回卓話（５月２３日）予定

「イニシエショーン・スピーチ」

会員 大下 学君

（アサヒビール㈱九州統括本部担当副本部長）

■■■■前回例会の記録（５月９日）前回例会の記録（５月９日）前回例会の記録（５月９日）前回例会の記録（５月９日）

◇出席報告 出席委員長

当当当当 日日日日 ５月９日５月９日５月９日５月９日 前前前前 々々々々 回回回回 ４月１８日４月１８日４月１８日４月１８日

会員総数 ７３名

免除会員数（1７名中） １４名

出席会員数 ４５名

ゲ ス ト １名

ビ ジ タ ー ２名

合 計 ７０名

出 席 率 ８４．２９％

会員総数 ７１名

免除会員数(1８名中）１０名

出席会員数 ３０名

メークアップ ２１名

欠席会員数 ２名

合 計 ６３名

修正出席率 ９６．８３％

●野ばら / シューベルト
●軍師官兵衛メイン・テーマ

/ 菅野祐悟
●ダニー・ボーイ / アイルランド民謡
●バラ色の人生

２日（金）「休会」定款第６第１節Ｃにより

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

会長報告会長報告会長報告会長報告

●福岡城南ロータリークラブより創立３５周年記念式典の
お礼状が届きました。

●２０１４～２０１５年度２７００地区の担当者に委嘱状が
届いておりますのでお渡しします。

ロータリー情報委員会委員 江口 秀人 会員

危機管理委員会委員 見元 伊津子会員

●靖国訴訟の最後の話です。福岡地裁で行われた靖国

訴訟に国の代理人として出廷していましたが、この裁判

長が訴訟指揮の甘い人で、法廷でヤジがとぶなどざわつ

いていました。たまたまひとつ空いていた記者席に一般

の傍聴人を座らせたんです。そしたら遅れて来た記者とト

ラブルになってしまいました。記者席は報道協定で空い

ていても一般の人を座らせられないので、最後はその人

が「裁判長しっかりしろよ」と捨て台詞をはいて出て行き
ました。裁判長が大恥をかいただけでした。

●法廷には騒がしい人ばかりじゃなくちゃんとした方もい

ました。作家の松下竜一さんが来ていました。原告団の

中に親しい伊藤ルイさんがいたから。ルイさんは大杉栄

と伊藤野枝の娘で、松下さんは彼女をテーマに「ルイ
ズー父に貰いし名は」という小説を書いていますし、蜂の

巣城攻防を題材にした「砦に拠る」という本も書いていま
す。

●その次の法廷が問題でした。いきなり冒頭で傍聴人が
立ち上がって法廷に入れない傍聴人がいると詰問したん

です。それはＴシャツに靖国参拝反対と文字が書かれて

いたからですが、英字で書かれたシャツの人は入ってい
たんです。それでその発言になったのですが、裁判長が

怒って「判決は追ってだす」と言ってあっという間に退廷し
ました。傍聴席が「不当だ」と大騒ぎになりましたが、一番

傷ついたのは靖国神社ですね。政治家と遺族会の間で
翻弄され、神道の正式の参拝もできませんでした。靖国
奉賛会の方がくやしい思いをしたのではと思います。



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

卓 話

●各テーブルに２０１４年度１７ＲＣ会員名簿を配布して
いますので、確認の上各自にて訂正・変更をお願いします。
●本日９日（金）例会終了後、定例理事会を開催します。
理事会構成員は出席ください。
●５月１０日（土）１３時よりアクロス福岡で第２７００地区、地
区研修・協議会を開催します。義務出席の方は出席下さい。
●５月１６日（金）例会終了後、３階王朝の間で次期クラブ
協議会を開きます次期理事、役員、各委員長は出席下さい。
●６月の予定は１３日（金）親睦会、２０日（金）は２０１３年度
最後のクラブ協議会を開催します。

推薦者 浅野秀樹 宮野祐輔
大下 学会員 OOSHITA MANABU
分類 ビール醸造・販売
生年月日 昭和３０年３月３日
勤務先 アサヒビール㈱

九州統括本部担当副本部長

推薦者 坂本文比古 磯本昌章
川崎 勝彦会員
ＫＡＷＡＳＡＫＩ ＫＡＴＳＵＨＩＫＯ

分類 医療介護サービス
生年月日 昭和２８年４月２５日
勤務先 スターフーィルド㈱

代表取締役

<親睦委員会親睦委員会親睦委員会親睦委員会>
●６月１３日（金）親睦会を西鉄ソラリアホテルで行います。
是非ご参加ください。

<青少年奉仕委員会青少年奉仕委員会青少年奉仕委員会青少年奉仕委員会>
●ライラセミナーのご案内です。
第２７００地区の第３３回ライラセミナーを６月７日（土）から
８日（日）の日程で開催します。
場所は夜須高原青少年自然の家です。テーマは
「大切な人生を如何に生きるか」、講師は的場亮氏です。
参加者は一般、ローターアクト、インターアクト、高校生以
上３０歳までとなっています。よろしくお願いします。

【【【【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 森野さんありがとうございました。森野さんありがとうございました。森野さんありがとうございました。森野さんありがとうございました。
長谷川裕一君長谷川裕一君長谷川裕一君長谷川裕一君 いろいろありがとうございます。いろいろありがとうございます。いろいろありがとうございます。いろいろありがとうございます。
筒丸筒丸筒丸筒丸 貴行君貴行君貴行君貴行君 誕生祝ありがとうございました。誕生祝ありがとうございました。誕生祝ありがとうございました。誕生祝ありがとうございました。
丸山丸山丸山丸山 文夫君文夫君文夫君文夫君 ワイン会参加有難うございましたワイン会参加有難うございましたワイン会参加有難うございましたワイン会参加有難うございました
北井北井北井北井 敦君敦君敦君敦君 ワイン会参加有難うございました。ワイン会参加有難うございました。ワイン会参加有難うございました。ワイン会参加有難うございました。
濱野濱野濱野濱野 良彦君良彦君良彦君良彦君 筒丸さん、清原さん、鬼倉さん、筒丸さん、清原さん、鬼倉さん、筒丸さん、清原さん、鬼倉さん、筒丸さん、清原さん、鬼倉さん、

石川さん、矢頭さん、有難う石川さん、矢頭さん、有難う石川さん、矢頭さん、有難う石川さん、矢頭さん、有難うござござござございまいまいまいま
した。した。した。した。

本山本山本山本山 茂夫君茂夫君茂夫君茂夫君 北井さん、丸山さん、美味しいワイン北井さん、丸山さん、美味しいワイン北井さん、丸山さん、美味しいワイン北井さん、丸山さん、美味しいワイン
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。

田中田中田中田中 里美君里美君里美君里美君 右足首骨折し２カ月入院して地区大右足首骨折し２カ月入院して地区大右足首骨折し２カ月入院して地区大右足首骨折し２カ月入院して地区大
会お役に立てず申し訳ありませんで会お役に立てず申し訳ありませんで会お役に立てず申し訳ありませんで会お役に立てず申し訳ありませんで
した。した。した。した。

石川石川石川石川 哲也君、田中哲也君、田中哲也君、田中哲也君、田中 雄二君、的野雄二君、的野雄二君、的野雄二君、的野 良次君、良次君、良次君、良次君、
清原清原清原清原 一貴君、土井一貴君、土井一貴君、土井一貴君、土井 通誉君通誉君通誉君通誉君

鑓水さんＤＶＤ有難うございました。鑓水さんＤＶＤ有難うございました。鑓水さんＤＶＤ有難うございました。鑓水さんＤＶＤ有難うございました。
伊原ルリ子君伊原ルリ子君伊原ルリ子君伊原ルリ子君 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。
矢頭美世子君、前田矢頭美世子君、前田矢頭美世子君、前田矢頭美世子君、前田 嘉秋君、中村嘉秋君、中村嘉秋君、中村嘉秋君、中村 勇治君勇治君勇治君勇治君

早退します。早退します。早退します。早退します。

累計 ８１１，８５７円 達成率 ６２．５％

スマイル箱目標額 １，３００，０００円

合 計 ２５，１８４円

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告

各委員会報告各委員会報告各委員会報告各委員会報告

新会員紹介新会員紹介新会員紹介新会員紹介

～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・ ～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・ ～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・ ～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・ ～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・ ～・～・～・～・
５月７日都ホテル「モルトヴォーノ」にて、第３回ワイン同好会が
開催されました。「ブルーチーズ」をお題に、世界三大ブルーチ
ーズを少しずつ味見するというアミューズで始りました。
ワインは珍しい赤の発泡ワイン等４種類を楽しみました。
今回は１９名（内女性ゲスト1名）ご参加いただき、皆様ありが
とうございました。
次回のお題は「馬刺し」となりました。（北井）

「岡垣町の企業誘致」「岡垣町の企業誘致」「岡垣町の企業誘致」「岡垣町の企業誘致」

岡垣町産業振興課岡垣町産業振興課岡垣町産業振興課岡垣町産業振興課

主幹主幹主幹主幹 阿部阿部阿部阿部 孝二孝二孝二孝二 様様様様


