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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

ENGAGE ROTARY
CHANGE LIVES

2013～2014年度
国際ロータリーのテーマ

平成２６年６月６日平成２６年６月６日平成２６年６月６日平成２６年６月６日 No．４３．４３．４３．４３

■■■■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（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

「イニシエーション・スピーチ」

会員 川崎 勝彦君
（スターフィールド㈱代表取締役）

■■■■前回例会の記録（５月３０日）前回例会の記録（５月３０日）前回例会の記録（５月３０日）前回例会の記録（５月３０日）

◇出席報告 出席委員長

当当当当 日日日日 ５月３０日５月３０日５月３０日５月３０日 前前前前 々々々々 回回回回 ５月１６日５月１６日５月１６日５月１６日

会員総数 ７３名

免除会員数（1８名中） １１名

出席会員数 ３８名

ゲ ス ト ３名

ビ ジ タ ー ３名

合 計 ５５名

出 席 率 ７４．２４％

会員総数 ７３名

免除会員数(1８名中）１３名

出席会員数 ３９名

メークアップ １４名

欠席会員数 ２名

合 計 ６８名

修正出席率 ９７．０６％

●シェルブールの雨傘

●白いブランコ / 菅原 進

●私のお父様 / プッチーニ

●遥かなる影 / バカラック

ロータリー親睦活動月間ロータリー親睦活動月間ロータリー親睦活動月間ロータリー親睦活動月間
１日（日）～４日（水）「ＲＩ国際大会」

オーストラリア：シドニー

５日（木）ゴルフ例会 ８時4２分：太宰府ＧＣ

６日（金）誕生祝 定例理事会（例会終了後）

７日（土）～８日（日）ＲＹＬAセミナー
夜須高原青少年自然の家

１３日（金）「親睦会」１８時：北斗ソラリア西鉄Ｈ

２０日（金）「クラブ協議会」１８時：彩花

２７日（金）「職場訪問」１４時：九州朝日放送㈱
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●今週と来週は､私(仲島次期会長)が､会長代行をさせてい
ただきます｡

●今月4日から6日まで､家内と一緒に｢長谷川等伯｣の故郷
に行って参りました｡等伯の小説は3年くらい前に日経新聞に
連載され､のちに直木賞をとりました｡作者は阿部龍太郎とい
う福岡県八女黒木町出身で久留米工専を卒業の異色の作家
です｡2･3日前に日経を読んでいたら下の方に広告がのって
いて､｢長谷川等伯ゆかりの地､能登半島2泊3日の旅｣の案内
でした｡しかもセットで阿部龍太郎氏の講演が宿泊先の加賀
屋旅館であるということでしたので､即申込みました｡

等伯の小説を読んだ時に､一つ疑問があったのは､北陸の田
舎町からどうやってこんな絵師が誕生したのかでしたが､行っ
て見たら何となくわかった気がしました､七尾という町は静か
な港町ですが､当時は銀を輸出したり大変賑わいのある貿易
港で､能登畠山氏の7代目当主､畠山義総は文化を非常に大
切にし和歌･連歌･茶の湯･国学･絵画等の教養のある方でし
た。地の利もあって琵琶湖を通って京都に近かったのです｡

ビジネスもそうですが､実際にいって見て､現場主義と言うの
でしょうか､見てみなくてはわからない事がいっぱいあるもの
だと思いました｡

●米山奨学生､呂智原(ﾖ ｼﾞｳｫﾝ)さんに5月分の奨学金をお渡
しします｡

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

■次回卓話（６月１３日）予定■次回卓話（６月１３日）予定■次回卓話（６月１３日）予定■次回卓話（６月１３日）予定

「親睦会」 １８時：北斗

ソラリア西鉄ホテル ８階

（お昼の例会を変更して開催）

●各テーブルに再度福岡東南RC会員名簿(7月発行)の再校
正を配布しておりますので訂正がありました方は特にチェック
をお願いいたします｡尚､7月から役職など変更になる方があ
りましたら､変更をお願いします｡

●6月6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｡

●6月20日(金)18時ソラリア西鉄ホテル7階｢彩花｣にて最後
のクラブ協議会を開催しますので､理事･役員各委員長は出
席ください｡当日各委員会の実績を幹事まで提出ください｡



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

卓 話

累計 ９４５，５３７円 達成率 ７２．７％

スマイル箱目標額 １，３００，０００円

合 計 １６，０００円

●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｣に変更して開催いたします｡出欠の返事を6月
2日までにお願いいたします｡当日欠席の方はメーク
アップをお願いします｡

「超高齢･多死社会に向き合う日本の医療界」「超高齢･多死社会に向き合う日本の医療界」「超高齢･多死社会に向き合う日本の医療界」「超高齢･多死社会に向き合う日本の医療界」

～専門性に関わらず求められる“総合的な診療能力～専門性に関わらず求められる“総合的な診療能力～専門性に関わらず求められる“総合的な診療能力～専門性に関わらず求められる“総合的な診療能力

とジェネラルマインドの醸成～とジェネラルマインドの醸成～とジェネラルマインドの醸成～とジェネラルマインドの醸成～

(株株株株)薫陶塾薫陶塾薫陶塾薫陶塾

代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長

黒岩かおる黒岩かおる黒岩かおる黒岩かおる 様様様様

柿原英人さん柿原英人さん柿原英人さん柿原英人さん 5年ぶりに例会に参加させていただきました。
生涯現役で頑張っています｡今日は黒岩さん
の卓話を楽しみにしています｡

【【【【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】】】】 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！

緒方緒方緒方緒方 信行様信行様信行様信行様 本日はお世話になります。
（佐世保北ＲＣ会員）（佐世保北ＲＣ会員）（佐世保北ＲＣ会員）（佐世保北ＲＣ会員）

井上井上井上井上 正正正正 君君君君 ２６日・２７日は、博多でハワイの観光気分
にひたりました。

濱野濱野濱野濱野良彦良彦良彦良彦君君君君 鬼倉さん､いろいろお世話いただきありがとう
ございます｡

退会挨拶退会挨拶退会挨拶退会挨拶 財満財満財満財満 寛寛寛寛 会員会員会員会員

転勤になり山口銀行に戻ります｡3年半の間､大変お世話に

なりました｡

一番の思い出は今年の地区大会の成功です｡皆さんの行

動力･統率力等に感動いたしました｡山口に戻ってもロータ

リークラブには入会します｡
ありがとうございました｡

副幹事報告副幹事報告副幹事報告副幹事報告

●2014～2015年度方針並びに予算の提出は本日
締切となっておりますので､まだ提出されていない方
は宜しくお願いします｡

財満財満財満財満寛寛寛寛 君君君君 今回山口銀行に戻ることになりました､東南
ロータリーの皆様には大変お世話になりあり
がとうございました｡

清清清清原一貴原一貴原一貴原一貴君 昨日､夏のはがきが発売になりました｡
手紙文化普及の為ご利用ください｡

原田原田原田原田実樹宜実樹宜実樹宜実樹宜 君、木下君、木下君、木下君、木下敏之敏之敏之敏之 君君君君

誕生祝いありがとう｡

社会奉仕委員会社会奉仕委員会社会奉仕委員会社会奉仕委員会

●5月31日(土)FTRハーモニカフレンズ演奏会｢原
土井病院(なごみの里)にて午後1時開演にて開催
されますので15分前にはおいでください｡

●6月13日(金)社会奉仕活動としてNPO法人｢ほが
らか｣に複合機の贈呈式をいたします｡

(購入費用は財団から)

地区大会関連地区大会関連地区大会関連地区大会関連

●6月6日(金)予定の地区大会DVDチェックの場所を
KBC本館9階会議室､14時からと変更します｡

●九大フィルハーモニーリサイタルの案内を配布させ

ていただきました､地区大会でご協力いただいた皆様

です､お時間がある方はどうぞよろしくお願いいたしま
す｡

医師側のコミュニケーション能力の乏しさの改

善に､｢模擬患者｣を活用した実践的な方法で
取り組む医療ベンチャー(株)薫陶塾


