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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

●君が代

●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

「オーストラリアで肝臓移植を体験して」

九州女子高等学校野の花だより会

会長 （元教諭） 橋下京子様

■■■■次回卓話（８月９日）予定次回卓話（８月９日）予定次回卓話（８月９日）予定次回卓話（８月９日）予定

「黄金の3年“を読み解く！」

株式会社プロジェクト福岡

代表取締役 神埼公一郎様

■■■■前回例会の記録（７月２６日）前回例会の記録（７月２６日）前回例会の記録（７月２６日）前回例会の記録（７月２６日）

◇出席報告 出席委員長

当当当当 日日日日 ７月２６日７月２６日７月２６日７月２６日 前前前前 々々々々 回回回回 ７月１２日７月１２日７月１２日７月１２日

会員総数 ７２名

免除会員数（1５名中） １０名

出席会員数 ４０名

ゲ ス ト １名

ビ ジ タ ー １名

合 計 ５２名

出 席 率 ７４．６３％

会員総数 ７１名

免除会員数(1５名中）１１名

出席会員数 ４７名

メークアップ ９名

欠席会員数 ０名

合 計 ６７名

修正出席率 １００％

●無伴奏チェロ組曲1番より / バッハ
●真夏の果実 / 桑田佳祐
●君といつまでも / 弾 厚作

●浪路はるかに

●宵待草 / 多 忠亮

会員増強および拡大月間会員増強および拡大月間会員増強および拡大月間会員増強および拡大月間

２日（金）定例理事会（例会終了後）

９日（金）誕生祝

１６日（金）「休会」

定款第6条第1節Cにより
２３日（金）「公式訪問前のクラブ協議会」

例会終了後

ピ

ア

ノ

演

奏

曲

◇会長報告◇会長報告◇会長報告◇会長報告

○本日と次回は、先月、世界大会でポルトガルを訪れた時の

お話をしたいと思います。

○ポルトガルは、人口が１０００万人、面積は日本の４分の１、

農業・漁業・観光が主な産業です。

産業革命が無かった為、工業はあまり発達していません。

ポルトガル人は、小柄で人なつっこく、素朴で誠実な人柄です。

イワシの塩焼きやタコ等も食べ、日本人には住みやすい所だと

思います。

○日本との交流の歴史は古く、１６世紀には、我が国に鉄砲や

キリスト教を伝えました。ポルトガル語を起源とする日本語も

多く、パン・ボタン・カルタ・タバコ・コップ等は日常的に使用され

ています。ただ、カステラは、ポルトガル語ではなく、豊臣秀吉

が錯覚して名付けたものと言われています。昔からポルトガル

では、「パン・デ・ロー」というカステラと同じ御菓子があります。

宣教師がこれを秀吉に献上したところ、これを気に入った秀吉

が、通訳に対して「これは何だ？」と尋ねたそうです。

通訳は宣教師に対して、「ケ・ステラ？」（ポルトガル語で

「これは何だ？」と言う意味）と大声で質問したところ、これを

聴いた秀吉が、「そうかこの菓子の名はケ・ステラであるか・・」

と命名してしまったそうです。

◇幹事報告◇幹事報告◇幹事報告◇幹事報告

○上期の会費は７月３１日までとなっています。

○ロータリーレートが８月から１ドル１００円になります。年次寄

付をされる方は、７月３０日までが旧レート、３１日から新レート

になりますのでご注意ください。

○８月２日（金）例会終了後３階桂の間で理事会を開催します。

理事会構成員はご出席下さい。

○８月１６日（金）の例会は定款第６条第１節Ｃにより休会です。

○８月２３日（金） 例会終了後、公式訪問前のクラブ協議会を

開催します。理事、役員、各委員長はご出席下さい。

尚、委員長欠席の場合、副委員長の出席をお願いします。

○９月６日（金） は穴井元昭ガバナーの公式訪問です。

例会には全員ご出席下さい。

当日のプログラム

11：15 正副会長、幹事との懇談会
12：30 例会（全員参加）
13：35 ガバナー及びガバナー補佐を囲んでのクラブ協議会
（理事役員、各正副委員長、入会３年未満の会員は義務出席）



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

卓 話

累計 ９０，０００円 達成率 ６．９％

スマイル箱目標額 １，３００，０００円

合 計 ３５，０００円

＜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す！ありがとうございます！ありがとうございます！ありがとうございます！

（７月１８日分）

小峰恵美子様 本日は安君（元米山奨学生）とお世話

になります。宜しくお願いします。

（７月２６日分）

宮野 祐輔君 夜間例会楽しく過ごさせていただき

ました。

親睦委員の皆様ご苦労様でした。

土井 通誉君 バッジ忘れました。上着も忘れました。

小松 裕君 メークアップが続きました。

鑓水 恭史君 早退します。

鑓水 寛君 早退します。

写真有難う。

鑓水 恭史君 松尾 幸靜君 西原 孝四郎君

井上 正君 松藤 浩君 田中 里美君

浅野 秀樹君 清原 一貴君 中島 正勝君

丸山 文夫君 毛利 泰介君 長 明君

本山 茂夫君 筒丸 貴行君 田中 弘通君

石川 哲也君 長谷川 裕一君 宮野 祐輔君

諸富 哲雄君 磯本 昌章君

「米山記念奨学会について」「米山記念奨学会について」「米山記念奨学会について」「米山記念奨学会について」

米山記念奨学委員会米山記念奨学委員会米山記念奨学委員会米山記念奨学委員会

委員長委員長委員長委員長 松尾松尾松尾松尾 幸靜君幸靜君幸靜君幸靜君

◇各委員会報告◇各委員会報告◇各委員会報告◇各委員会報告

＜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＞

○７月２７日（土）１４時より、原土井病院にてハーモニカ

フレンズの慰問演奏会を開催いたします。メークアップに

もなりますので、奮ってご参加ください。

＜ロータリー情報委員会＞＜ロータリー情報委員会＞＜ロータリー情報委員会＞＜ロータリー情報委員会＞

○２０１３年国際ロータリー規定審議会の原稿が届いてい

ます。２点ご紹介します。サテライトクラブを作る事。専業

主婦を入会させる事。

＜親睦委員会＞＜親睦委員会＞＜親睦委員会＞＜親睦委員会＞

○先週の納涼家族懇親会には多数ご出席頂き有難うご

ざいました。料理はいまいちでしたが踊り子に免じて許し

て下さい。

○福岡・ロータリーアートクラブ美術展が８月１３日から

１９日まで三越９階で開催されます。収益金が子供の村

福岡に寄付されますのでご協力ください。

○このアートクラブへの入会要請がきております。洋画・

日本画・水彩画・書・写真・陶芸などのジャンルがありま

す。以前は当クラブの会員も在籍していましたが、ここ

数年一人もないそうです。下手でもいいそうですのでご

入会宜しくお願い致します。

◇新会員紹介◇新会員紹介◇新会員紹介◇新会員紹介

推薦者 宮野祐輔会員 浅野秀樹会員

北井 敦 会員 ＫＩＴAI ＡＴＳＵＳＨＩ
分類 情報通信

生年月日 昭和３４年１０月１７日

勤務先 ＮＴＴコムウェア九州（株）

代表取締役社長

所属 ＩＴ委員会

７月１２日、クラブ協議会が「嵯峨野」にて開催されました。各

委員長が今期の方針を述べた後、坂本前会長、西原前幹事

の慰労懇親会となりました。一昨年に改築を終えた書院造の

大広間で、季節感溢れる繊細な料理を頂き、楽しい一夜とな

りました。（土井）

７月２７日、ハーモニカフレンズの慰問演奏会が東区の原土井

病院で開催されました。唱歌、歌謡曲、タンゴ、クラシックなど全

１１曲を演奏し、施設の皆さんも合唱して楽しんで頂きました。

いつものブレザーネクタイ姿から一変しアロハシャツ姿で熱演し

ました。（土井）
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