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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

西 原 孝四郎

松 尾 新 吾

筒 丸 貴 行
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2016～2017年度 国際ロータリーのテーマ

平成２８年７月１５日（№．３）No．2１１９

■本日の例会プログラム
●今日の歌（我は海の子）

●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

「ギター演奏（昭和歌謡：フォークソング）」

シンガーソングライター
久米 博之様

■次回卓話（７月２２日）予定

「納涼家族懇親会」
１８時 ：グランドハイアット福岡２階サボイ

※お昼の例会を変更

■前回例会の記録（７月８日）

◇出席報告 出席委員長

当 日 ７月８日 前々回 ６月２４日

会員総数 ７３名

免除会員数（１８名中）１１名

出席会員数 ４４名

ゲ ス ト ０名

ビ ジ タ ー １名

合 計 ５６名

出 席 率 ８３．３３％

会員総数 ７５名

免除会員数(1８名中）１１名

出席会員数 ４２名

メークアップ １２名

欠席会員数 ３名

合 計 ６８名

修正出席率 ９５．５９％

●サントワマミー

●無伴奏チェロ組曲１番より /バッハ
●ウィアー・オール・アローン

/ Ｂ．スキャッグス
●上を向いて歩こう / 中村八大

１日（金）「会長・幹事就任挨拶」
定例理事会（例会終了後）

８日（金）「理事就任挨拶」誕生祝
クラブ協議会１８時：なだ万

２２日（金）「納涼家族懇親会」１８時
グランドハイアット福岡２Ｆサボイ

２９日（金）「各委員会委員長挨拶」
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会長報告

幹事報告

○７月１日の理事会報告

・宮野祐輔会員の職業分類が不動産賃貸業に、津上賢
治会員が同じく不動産管理になりました。

・第４第５グループの会員名簿の価格は１,０８０円です。

・新会員として光富 彰さんが承認されました。

○上期年会費の請求書を発送致しましたので、７月３１
日までにお振込み下さいますようお願い致します。

○７月８日（金）１８時よりなだ万にて第１回クラブ協議会
を開催致しますので、理事、役員、各委員長はご出席下
さい。尚、委員長欠席の場合代理出席をお願いします。

○本日はのちほど、理事の方々より就任挨拶を頂きます。
よろしくお願い致します。

○今、まさに山笠の真っ只中であります。会社の前には
東流れ、裏には西流れと、周りには締め込みをした、かき
手が大勢見られます。過去に私も2度出たことがあります
が、カッコよく出たはずが、2度ともカッコ悪いことになりま
した。1度目は地下足袋の親指のところがやぶれ、とれな
くなり指先が変色しハサミで切って脱いだこと、もう一つは
フィナーレの櫛田入りした時、後押しをしていましたが、人
から言われるまで気付きませんでしたが、締め込みがほ
どけ、２メートル程垂れ下がっていたこと、思い出すと顔
が赤くなります。それ以来もっぱら観戦する方にまわりま
した。

○先日は前期最後の親睦会で突然のご指名でしたが矢
頭さんは、男らしい祝い唄をご披露されました。
ここに勘亭流風に、手書きされた一番から六番までの祝
い唄の歌詞があります。名刺サイズですので名刺入れに
入れておくと、何かの時に役立つかもしれません。
テーブルに廻しますので必要な方はお持ちください。

■次回卓話（７月２９日）予定

「各委員会方針発表」

各委員会委員長



他ロータリークラブへメークアップをされ、やむを得ず早退しなければならない時は、幹事やS．A．A．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 山内良輝 ： 副委員長磯本昌章 ： 委員 ： 川﨑勝彦：川添克子：清原一貴：中村勇治

累計 ７０，０００円 達成率 ５.４％

スマイル箱目標額 １，３００，０００円

合 計 ３４，０００円

＜例会運営委員会＞

【スマイル箱】 ありがとうございました！

坂本文比古君 皆様のおかげで１年間無事にガバナー
補佐の役目を終えることが出来ました。
ありがとうございました。

松尾 新吾君 前週から不慣れなＡテーブル着座となり
何かと緊張いたしております。
皆様のご指導よろしくお願いいたします。

土井 通誉君 ２年ぶりにＡテーブルを離れて気がつき
ました。
シャバのテーブルは本当に安らぎます。

宮野 祐輔君 株主総会や何かで欠席が続きました。
会社を変わり場所も天神から博多駅地
区へ、４０年にして始めての博多地区勤
務です。先ずはなじみの店を作るため精
力的に探検中です。たくさんの方からお
心づかいありがとうございました。なお
ロータリーは皆様の期待をウラ切って申
し訳ありませんが、続けることになりまし
た。よろしくお願いします。

石川 哲也君 ゴールドコーストにて人生初のスカイダ
イビングをしました。みなさんもいかが
ですか？楽しいですよ。

鬼倉 潔君 前年度例会運営委員の皆様楽しかった
です。

竹本 卓司君 鬼倉さん、山﨑さん、本山さん、石井さん、
中山さん、先日はお世話になりました。

中村 勇治君 明日から、いよいよ山笠が始まります。
私は三番山「西流」で、追い山の櫛田入
りに今年も入ります。昨年は櫛田入りタ
イムで一位を取れましたので、今年も怪
我なく、無事に奉納します。また、７月１
３日の集団山見せで、当クラブの漆間さ
んが一番山笠「東流」の見送りに台上が
りされます。皆さんご注目です。

田中 浩君、濱野 良彦君、鬼倉 潔君、竹本卓司君、
矢頭美世子君 誕生祝い有難う。

加賀吉弘君 写真有難う。

田中里美君、竹内 國廣君、池内比呂子君、
毛利泰介君 早退します。

＜親睦委員会／石川委員長＞

７月の誕生祝い、おめでとうございます！

１日 中山拓哉会員 ７日 田中 浩会員
９日 矢頭美世子会員 １４日 鬼倉 潔会員

２０日 竹本卓司会員 ２６日 漆間道宏会員
２８日 濱野良彦会員 ３１日 井上秀文会員

会計報告／百武会員

○２０１５～２０１６年度決算報告
収支計算書に計上してあるとおり、大きな変更なく、概ね
予算内に収まり、山川会計監査人の適正意見を頂戴し
ました。

○２０１６～２０１７年度予算説明
予算書に計上してあるとおり、ほぼ例年どおりですが、
ＲＩ規定審議会の規定変更により現時点では入会金は空
欄としております。

各委員会報告

＜運営委員会／鑓水副委員長＞

誕生祝いとして、グランドハイアット商品券の
プレゼントがありました。

西原丸が出航して１週間
が経過しました。

西原丸の船長より会員に
博多祝い唄（祝いめでた）
のプレゼントがありました。
ありがとうございました！



他ロータリークラブへメークアップをされ、やむを得ず早退しなければならない時は、幹事やS．A．A．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 山内良輝 ： 副委員長磯本昌章 ： 委員 ： 川﨑勝彦：川添克子：清原一貴：中村勇治

２０１６～２０１７年度理事就任挨拶

クラブ奉仕担当理事(A)
竹田 倉太郎会員

クラブ奉仕担当理事(B)
安東 清美会員

社会奉仕委員会理事
鬼倉 潔会員

青少年奉仕委員会理事
宮野 祐輔会員

国際奉仕委員会理事
仲島 英二会員

職業奉仕委員会理事
矢頭 美世子会員

○前期に引き続きクラブ
奉仕(B)を担当します。
よろしくお願いします。

○(B)は適材適所の委
員長の人選です。

○ＲＩ規定審議会の変革
により当クラブにも大き
な影響が出ています。
当クラブの定款・細則で
詳細を詰めていきます。

○前期に引き続きクラブ
奉仕(A)を担当します。
よろしくお願いします。

○今期の(A)はベテラン
の委員長に担当してい
ただきます。

○西原会長の今期運営
方針の下で前期の課題
を今期は詰めていきま
す。

○初めて理事になり、責
任の重さを痛感していま
す。

○先輩会員や若手会員
の中間の立場で、全会
員の思いを理事会に取
り込んでいきたいと考え
ています。

○地域に貢献できる社
会奉仕活動に取り組ん
で行きます。

○青少年問題はかつて
は自分自身の問題でし
たが、そこを通り越した
今、違う視点が必要だろ
うと思います。

○他の団体とは違う
ロータリーらしい青少年
奉仕活動に取り組んで
行こうと思います。

○中山さん頼みます。

○前期は楽をさせてい
ただいたので、今期は
理事を仰せつかりました。

○国際奉仕は昔はＷＣ
Ｓと呼ばれていましたが、
今はＩＣＳになりました。

○今期は皆さんのご意
見を聞いて、クラブから
地区に企画を提案して
いきたいと思います。

○職業奉仕委員会の委
員長になるのと同時に
理事になりました。

○経営者と専門職が多
いクラブの中で共に学
ぶ交流をしたいと考えて
います。

○いろいろな情報を体
験値として会員が共有
できるようにします。


