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１．真実かどうか

２．みんなに公平か

３．好意と友情を深めるか

４．みんなのためになるか

どうか

濱 野 良 彦

中 島 正 勝

土 井 通 誉

Be a gift to the  world

2015～2016年度 国際ロータリーのテーマ

平成２７年８月７日（№．６） No．207６

■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

「ただいま」

元米山記念奨学生

呂 智原様

■次回卓話（８月１４日）予定

「休 会」

■前回例会の記録（７月 ３１日）

◇出席報告 出席委員長

当 日 ７月３１日 前々回 ７月 １７日

会員総数 ７３名

免除会員数（1８名中） ９名

出席会員数 ４４名

ゲ ス ト １名

ビ ジ タ ー ４名

合 計 ５８名

出 席 率 ８２．８１％

会員総数 ７３名

免除会員数(1８名中） ７名

出席会員数 ３７名

メークアップ １３名

欠席会員数 １名

合 計 ６２名

修正出席率 ９８．３９％

●無伴奏チェロ組曲より / バッハ

●初 恋 / 越谷達之助

●涙そうそう / ビギン

●お嫁においで / 加山雄三

● ラ・パロマ / イデラエル

会員増強・新クラブ結成推進月間

７日（金）定例理事会（例会終了後）

１４日（金）「休会」
定款第６条第１節Ｃにより

２１日（金）誕生祝
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会長報告

幹事報告

●８月のロータリーレートは１２４円で変更ありません。

●８月７日（金）例会終了後定例理事会を例会場にて催しま
すので、理事会メンバーはお集まり下さい。その際、先日来
メールに添付してお送りした資料もお持ちください。

●８月１４日（金）の例会は定款第６条第１節Ｃにより「休会」
致します。

●ＲＩより特別月間名称変更の通達がありました。 ８月の「会

員増強・拡大月間」が「会員増強・新クラブ結成推進月間」に
変更されました。

●７月５回目の会長の時間ですが、今月はクラブ奉仕につい
てお話してきましたが、毎回皆様の元気良い「ヤー」でビジタ
ーをお迎えできています。ご協力ありがとうございます。

●非日常的な言葉の「ヤー！」は言いにくい言葉かもしれま
せんが、非日常的な事だからこそ例会ではそれを楽しんでく
ださい。

●本日は、各委員会の委員長の挨拶がありますが、各委員
会の活動方針についての解説や意気込みを語って頂きます
。

●先日の納涼家族懇親会では、矢頭親睦委員長のもと親睦
委員会の皆様には大変ご苦労様でした。とても良い、活気の
ある親睦会となりました。ありがとうございました。

各委員会報告

〈ワイン同好会 / 北井世話人〉

８月２７日（木）に当ホテル1階「モルト・ヴォーノ」にて第８回
ワイン同好会を開催します。沢山の方のご参加をお待ち申し
上げます。今回のテーマは 「スペイン」です。

■次々回卓話（８月２１日）予定

「自社のネットの評判を把握できていますか？」
～ネットの評判で苦しむ企業～

ソルナ株式会社

代表取締役 三澤 和則様



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に一言前もってお断
りするのがエチケットです。ご協力ください。

会報・広報委員会 委員長 平田文夫 ： 副委員長本山茂夫 ： 委員 ： 井上秀文：磯本昌章：川﨑勝彦：中園二郎

累計 ２００，０００円 達成率 １５．４％

スマイル箱目標額 １，３００，０００円

合 計 ５９，０００円

＜例会運営委員会＞

【スマイル箱】 ありがとうございました！

＜７/１７例会＞

長谷川 裕一君 ありがとうございます。

＜７/３１例会＞

濱野良彦君 親睦委員会の皆様、納涼家族懇親会で
はクラブ奉仕に全力を尽くして頂き、あり
がとうございました。写真ありがとう。

土井通誉君 納涼家族懇親会楽しかったです。
親睦委員の皆様ありがとうございました。
写真ありがとう。

宮野祐輔君 納涼例会、楽しみにしていましたが、急に
都合がつかなくなってドタキャンしてしまい
ました。スミマセン。

井上秀文君 息子が甲子園に出場します。背番号は１５
です。興南高校応援よろしくお願いします。

磯本昌章君 井上さん、息子さんの甲子園出場決定お
めでとう。親子共にがんばって下さい。
写真ありがとう。

井上 正君 選考委員として、先週５名の素晴しい新会
員候補と面談しました。頼もしい限りです。
親睦委員会、写真５０年前の青春思い出
しました。

田中浩君 長男が８月２日に結婚します。東京に「た
ましい」を売りました。 誕生祝ありがとう。
写真ありがとう。 メークアップが続きまし
た。

漆間道宏君 誕生祝ありがとう。メークアップが続きまし
た。

松尾新吾君 メークアップが続きました。

見元伊津子君 早退します。

中島正勝君 妻が迷惑をかけました。
土井さんはじめ、写真ありがとう。

石川哲也君、 鬼倉潔君、 竹内國廣君、 諸富哲雄君
関川正博君、 田中雄二君、 福迫隆君、 田中里美君、
川﨑勝彦君、 西原孝四郎君、 本山茂夫君、北井敦君
竹田倉太郎君、 筒丸貴行君、 矢頭美世子君、

写真ありがとう。

江口秀人君、 坂本文比呂君
土井さんはじめ、写真ありがとう。

卓 話

［各委員会委員長挨拶］

＜例会運営委員会 鬼倉 潔委員長＞

＜社会奉仕委員会 新納 洋委員長＞

＜出席委員会 河内 美香委員長（加賀副委員長代理）＞

＜親睦委員会 矢頭美世子委員長＞

「明るく・楽しく・気品ある」例会運営を実行
したいと思います。委員会は特にはっきり
した明るいあいさつを心がけます。
同時に委員会委員の方々が、委員会活動
を通してコミュニケ―シオンを深めることが
出来るよう、頑張っていきたいと思います。

今年度の目標は、昨年に引き続き
①「ハーモニカフレンズ」の慰問演奏の
支援を行いたいと思います。1992年に
発足、100回超の訪問、百数十曲を演奏
、現在15名（うち4名がＯＢ）で活動中です。
皆様のご支援をお願いします。
②2700地区ロータリー財団地区補助金
を申請して、社会福祉を行いたいと思います。
昨年度は重度障害者小規模ＮＰＯ法人に

限りなく出席率100％を目指し、そして楽
しい例会をモットーに下支えしていきたい
と思います。

①会員相互の理解を深め、気楽に楽しい
雰囲気の中で、皆様が参加できるよう心
がけます。②来た方がまた参加されるよ
うに、楽しい至福の時間を演出していき
ます。参加者100名目標で頑張ります。

50万円の寄贈、今年度は、また別のＮＰＯ法人に支援ソフト
の寄贈を予定しています。皆さんが出来るだけ認知し、参加
できるよう頑張っていきたいと思います。

＜プログラム委員会 池内比呂子委員長＞

テーマと卓話者の選出について、皆さんの
お役に立つ、かつ喜んで頂ける選出をと
思っています。また選出にあたっては、
委員会だけではなく皆様のご協力が不可欠
です。一年間宜しくお願い致します。
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＜資料委員会 田中 雄二委員長＞

今期はロータリーの会場が移動になる
ということで、資料の整理が大変です。
ご協力の程宜しくお願いします。

＜ＩＴ委員会 北井 敦委員長＞

昨年に引き続き、ＨＰ上に情報をタ
イムリーに掲載していきます。また、
会場の移転ということで、資料の整
理等についても委員会として協力し
ていきたいと思います。

＜会報・広報委員会 平田 文夫委員長＞
（本山副委員長代理）

週報について、分かりやすさと共に、
議事録の役目を担っているので
例会以外の出来事等についても掲
載したいと思っています。
皆様のご協力、宜しくお願いします。

＜職業分類委員会 松藤 浩委員長＞

＜会員選考委員会 井上 正委員長＞

＜会員増強委員会 田中 浩委員長＞

＜ロータリー情報委員会 原田実樹宜委員長＞

＜ロータリー財団委員会 鬼山 愛邦委員長＞

＜ローターアクト委員会 中村 勇治委員長＞

＜米山記念奨学委員会 石川 哲也委員長＞

職業分類表について、現状では一
業種一人から一割まで入会可や、
テリトリーの撤廃、その他クラブの
構成・職種の数が変わってきてい
ます。これから職業分類に携わる
方は、職業分類表の研究・検討等
が必要ではないかと思われます。

選考ですから選んで考えることでござ
います。会員増強委員会のご推薦の
ほかに、松尾相談役を始め、多くの会
員のご推薦もございますが、立場上、
福岡東南ロータリーの歴史・伝統や、
ロータリーの哲学である出席義務等に
ついてお話しして、その結果、素晴らし
い方々がご入会されております。
今後とも皆様のご支援ご協力、宜しく
お願いします。

会員は楽しい例会に参加できる方、素晴
らしい出席率を達成できる方、楽しい親睦
を行なえる方、ためになるプログラムを自
分自身の肥やしにして頂ける方を推薦して
いただきたいと思います。また、入会推薦
マニュアルを作成し発表したいと思います。

今年は7名入会が決まっていますので、
教育係として頑張りたいと思います。
また、今年も勉強会を開催し、考える場
を提供していきたいと思います。

この委員会がなにをやるのか、前任の方に
伺ったところ、「研修に出て、なにをやるか
よく理解しましょう」でした。また寄附の件、
私に1ｍ以内に近づかれたら諦めてくださ
い。

「青少年の育成」ということで、当東南ＲＣには
アクトがあります。月2回の例会に、アクトの
成長の為にも、ご参加宜しくお願いします。

来月8月26日、インドネシアからの奨学生
ノファさんご家族と一緒に、食事会を開催
予定です。また、静岡県三島市に「米山記
念館」がありますが、研修を兼ねた旅行等
を考えております。各委員会等のご賛同方、
宜しくお願いします。


