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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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■■■■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（我等の生業）

●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

「イニシエーション・スピーチ」

会員 大下 学様
（アサヒビール㈱九州統括本部担当副本部長）

■■■■次回卓話（５月３０日）予定次回卓話（５月３０日）予定次回卓話（５月３０日）予定次回卓話（５月３０日）予定

「超高齢・多死社会に向き合う日本の医療界」

㈱薫陶塾

代表取締役社長 黒岩かをる様

■■■■前回例会の記録（２月２１日）前回例会の記録（２月２１日）前回例会の記録（２月２１日）前回例会の記録（２月２１日）

◇出席報告 出席委員長

当当当当 日日日日 ５月１６日５月１６日５月１６日５月１６日 前前前前 々々々々 回回回回 ４月２５日４月２５日４月２５日４月２５日

会員総数 ７３名

免除会員数（１８名中） １３名

出席会員数 ３９名

ゲ ス ト １名

ビ ジ タ ー ０名

合 計 ５３名

出 席 率 ７６．４７％

会員総数 ７１名

免除会員数(1８名中）１２名

出席会員数 ３８名

メークアップ １４名

欠席会員数 １名

合 計 ６５名

修正出席率 ９８．４６％

●思い出のグリーングラス

●Forever Love / YOSHIKI
●愛の讃歌 / Ｍ．モント
●夢の中へ / 井上陽水

２日（金）「休会」定款第６条第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
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曲

会長報告会長報告会長報告会長報告

○5月9日入会の大下学さんと川崎勝彦さんを再度ご

紹介いたします。

○本日は、私が会長になって以来、はじめてのノービ

ジターです。

○４月２５日に穴井ガバナーが当会を訪問されました

が、それ以来、一度も室見川でお目にかかっていませ

ん。あの時のご本人のお話では、「散歩のついでにゴミ

拾いをしている」と言われていましたが、「帽子に茶色

のジャンパー、軍手着用、右手にはトング、左手には緑

色の大きなゴミ袋」という姿では、むしろ、ゴミを集める

のが主目的ではないかと言われても仕方ないと思いま

す。

今月末、世界大会でご一緒しますので、その点をご指

摘しておきます。

○前回で「実話・靖国裁判シリーズ」が終わりました。こ

れまで、あの裁判長は、訴訟指揮の甘いダメ裁判長の

ようにお話ししましたが、実は、あの裁判長は、本当は、

凄腕の首切り役人のような訴訟指揮をしたのではない

か思っています。中曽根首相の証人採用をちらつかせ

て傍聴人達を油断させたうえ、その虚を衝いて訴訟を

終結し、自分自身が退廷するという離れ業をやっての

けたからです。騒々しい傍聴人を次々と退廷させるより、

自分自身が法廷から出て行った方が簡単であることは

明らかです。

○昔の凄腕の首切り役人は、土壇場に引きずり出され

た罪人が、恐怖心から肩が上がって首が切れないとい

う場合、「今日は、日が悪い。取り止めじゃ。」と言って、

刀を納めて踵を返そうとした瞬間に振り向きざまに切り

落とすそうです。取り止めを聞いて安堵した罪人の肩

が落ち、首が前に伸びた瞬間を狙うのだそうです。



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

「お花はシーンに応じて「お花はシーンに応じて「お花はシーンに応じて「お花はシーンに応じて

お洒落に使いましょう」お洒落に使いましょう」お洒落に使いましょう」お洒落に使いましょう」

㈲日高農園㈲日高農園㈲日高農園㈲日高農園

代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役 日高日高日高日高 輝富輝富輝富輝富 様様様様

累計 ８４９，８５７円 達成率 ６５．４％

スマイル箱目標額 １，３００，０００円

合 計 ３８，０００円

親睦委員会親睦委員会親睦委員会親睦委員会((((丸山委員丸山委員丸山委員丸山委員))))

○本日16日(金)の例会終了後、3階「王朝の間」にて、

次期クラブ協議会を開催いたしますので、次期理事・

役員、各委員長はご出席下さい。

○5月の誕生祝は4名です。

伊原ルリ子会員(1日) 徳永 兼男会員(8日)

本山 茂夫会員(13日) 松尾 新吾会員(19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。

浅野浅野浅野浅野 秀樹君秀樹君秀樹君秀樹君 地区大会の打上げパーティー、妻も大喜び地区大会の打上げパーティー、妻も大喜び地区大会の打上げパーティー、妻も大喜び地区大会の打上げパーティー、妻も大喜び
でした。森野さん、ありがとう。でした。森野さん、ありがとう。でした。森野さん、ありがとう。でした。森野さん、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 地区大会の打上げ、お疲れ様でした。並び地区大会の打上げ、お疲れ様でした。並び地区大会の打上げ、お疲れ様でした。並び地区大会の打上げ、お疲れ様でした。並び
に大会その他の写真、ありがとうございましに大会その他の写真、ありがとうございましに大会その他の写真、ありがとうございましに大会その他の写真、ありがとうございまし
た。例会・理事会欠席で、竹内さんにお手数をた。例会・理事会欠席で、竹内さんにお手数をた。例会・理事会欠席で、竹内さんにお手数をた。例会・理事会欠席で、竹内さんにお手数を
おかけしました。ありがとうございます。そのおかけしました。ありがとうございます。そのおかけしました。ありがとうございます。そのおかけしました。ありがとうございます。その
分を小倉中央でメーキャップしたら、あちらは分を小倉中央でメーキャップしたら、あちらは分を小倉中央でメーキャップしたら、あちらは分を小倉中央でメーキャップしたら、あちらは
会長の意向で毎年食事の開始時間が変わる会長の意向で毎年食事の開始時間が変わる会長の意向で毎年食事の開始時間が変わる会長の意向で毎年食事の開始時間が変わる
そうです。いろんなクラブがあるんですね。連そうです。いろんなクラブがあるんですね。連そうです。いろんなクラブがあるんですね。連そうです。いろんなクラブがあるんですね。連
休に山形へ行ってきました。これで休に山形へ行ってきました。これで休に山形へ行ってきました。これで休に山形へ行ってきました。これで47都道府都道府都道府都道府
県総て回りました。県総て回りました。県総て回りました。県総て回りました。

石川石川石川石川 哲也君哲也君哲也君哲也君 写真有難う。写真有難う。写真有難う。写真有難う。
毛利さん、先日は大変お世話になりました。毛利さん、先日は大変お世話になりました。毛利さん、先日は大変お世話になりました。毛利さん、先日は大変お世話になりました。

新納新納新納新納 洋君、松藤洋君、松藤洋君、松藤洋君、松藤 浩君浩君浩君浩君
鑓水さん、ビデオ・ＤＶＤありがとうございました。鑓水さん、ビデオ・ＤＶＤありがとうございました。鑓水さん、ビデオ・ＤＶＤありがとうございました。鑓水さん、ビデオ・ＤＶＤありがとうございました。

本山本山本山本山 茂夫君茂夫君茂夫君茂夫君 誕生祝い有難う。誕生祝い有難う。誕生祝い有難う。誕生祝い有難う。
鬼倉鬼倉鬼倉鬼倉 潔君潔君潔君潔君 早退します。早退します。早退します。早退します。
鑓水鑓水鑓水鑓水寛君、田中寛君、田中寛君、田中寛君、田中 雄二君、福迫雄二君、福迫雄二君、福迫雄二君、福迫隆君、長隆君、長隆君、長隆君、長 明君、仲島英二君、明君、仲島英二君、明君、仲島英二君、明君、仲島英二君、
清原清原清原清原 一貴君、松尾一貴君、松尾一貴君、松尾一貴君、松尾 幸靜君、西原孝四郎君、本山幸靜君、西原孝四郎君、本山幸靜君、西原孝四郎君、本山幸靜君、西原孝四郎君、本山 茂夫君、茂夫君、茂夫君、茂夫君、
松藤松藤松藤松藤 浩君、竹内浩君、竹内浩君、竹内浩君、竹内 國廣君、丸山國廣君、丸山國廣君、丸山國廣君、丸山 文夫君、鬼倉文夫君、鬼倉文夫君、鬼倉文夫君、鬼倉 潔君、潔君、潔君、潔君、
小松小松小松小松 裕君、竹田倉太郎君、筒丸裕君、竹田倉太郎君、筒丸裕君、竹田倉太郎君、筒丸裕君、竹田倉太郎君、筒丸 貴行君、坂本文比古君、貴行君、坂本文比古君、貴行君、坂本文比古君、貴行君、坂本文比古君、
的野的野的野的野良次君、中島良次君、中島良次君、中島良次君、中島 正勝君、山内正勝君、山内正勝君、山内正勝君、山内 良輝君良輝君良輝君良輝君

写真有難う。写真有難う。写真有難う。写真有難う。

卓卓卓卓 話話話話

○30年以上にわたりオリジナルのお花作りに励んでこら

れた方です。美空ひばりさんや吉永小百合さんなど有名

人、数々のホテル・ショップ・銀行のリクエストにお応えに

なり、国際的な賞も受賞されました。

○卓話の最後に福引があり、お二人の会員にプレゼント

がありました。

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告((((宮野幹事宮野幹事宮野幹事宮野幹事))))

○5月9日の理事会で、新会員の所属委員会並びに

（カウンセラー）が決まりました。大下学会員は親睦委

員会(宮野幹事)、川崎勝彦会員は出席委員会(磯本

会員)となりました。

○鑓水恭史会員の出席免除の申請が承認されました

が、これからもできるだけご出席下さい。

○来年度のロータリー財団の支援施設は、ＮＰＯ法人

福岡中央福祉会クロスに決まりました。

○6月13日(金)の例会は2013年度最後の親睦会のた

め、お昼の例会を18時よりソラリア西鉄ホテル8階「北

斗」に変更します。

○6月20日(金)18時にソラリア西鉄ホテル7階「彩花」

にて2013年度最後のクラブ協議会を開催します。理

事・役員にはご出席いただくとともに、各委員会の実

績を幹事までご提出ください。

副幹事報告副幹事報告副幹事報告副幹事報告((((竹内副幹事竹内副幹事竹内副幹事竹内副幹事))))


